
ｴﾈﾙｷﾞｰ 蛋白質 脂質

(kcal) (g) (g)

1 火

麦ご飯　海苔の佃煮
魚の南部焼き
人参ソース和え　　かしわ汁　　牛乳

756 34.0 19.9

2 水
麻婆豆腐丼
トックスープ

794 30.0 22.8

3 木

【桃の節句献立】
ひなちらし
真珠団子　　玉麩のすまし汁　　牛乳

744 29.9 22.3

4 金
パインパン　　ポテトマカロニグラタン 　 牛乳
トマトとレタスのスープ　果物(かんきつ予定)

800 34.2 30.5

7 月

バーガーパン
クリスピーフィッシュ・キャベツ
白菜のミルクスープ　　牛乳

814 37.5 29

8 火

【宮城県の郷土料理】
卵とじうどん　　笹かまの磯辺揚げ
あしたばチーズケーキ　　牛乳

845 34.2 36.2

9 水

コーンピラフ
照り焼きチキン
あっさりスープ　　牛乳

731 26.9 27.8

10 木
麦ごはん　ピリ辛ふりかけ
肉じゃが　　じゃこの和風和え　　牛乳

802 29.3 19.2

11 金
タンドリーチキンカレー
パリパリサラダ　　牛乳

830 24.1 26.8

14 月
担々麺
さつまいもとじゃこの甘辛　　牛乳

816 31.3 26.1

15 火

中華風混ぜご飯
魚のチリソース
春雨とチンゲン菜のスープ　　牛乳

812 34.0 27.9

16 水

ホットドック
チリコンカン
果物(みかん予定)　　牛乳

816 32.4 34.4

17 木

【9年生卒業お祝い献立】
赤飯　　鶏の唐揚げ　　豆豆サラダ
お祝いすまし汁　　バニラアイス　　ジョア(苺)

827 30.6 21.9

18 金

21 月

22 火

麦ごはん　野沢菜ふりかけ
魚の東煮
青菜のお浸し　　むらくも汁　　牛乳

812 35.6 23.1

23 水

きのこおこわ
じゃんぼしゅうまい
わかめとえのきのスープ　　牛乳

729 28.1 24.2

24 木
親子丼
かぶら汁　　果物(いちご予定)　　牛乳

802 33.9 24.2

25 金
ポークストロガノフ
コーンサラダ　　ジョア(プレーン)

812 25.6 21.3

http://www.ita.ed.jp/edu/ita3jh/2kyuusyokushitsu.html

無洗米　米粒麦　炒め油　
じゃがいも　薄力粉　バター　

油　揚げ油　
ワンタンの皮　砂糖

鶏肉　プレ-ンヨ-グルト　
ピザチーズ　牛乳

にんにく　生姜　玉葱　人参　
トマト　ピクルス　レーズン　

りんご　セロリー　
キャベツ　もやし　きゅうり

むし中華麺　ごま油　炒め油　
三温糖　白すりごま　
練りごま　でんぷん　

揚げ油　さつまいも　白ごま

豚ひき肉　大豆　赤みそ(辛)　
ちりめんじゃこ　牛乳

にんにく　生姜　長葱　玉葱　
人参　干し椎茸　たけのこ　

粒コーン缶　もやし　
チンゲンサイ　枝豆

無洗米　もち米(無洗米)　
炒め油　砂糖　ごま油　

揚げ油　でんぷん　
薄力粉　緑豆春雨(乾)

豚肉　油揚げ　たら　
木綿豆腐　牛乳

生姜　人参　たけのこ　
さやいんげん　にんにく　

長葱　しめじ　もやし　白菜　
干し椎茸　チンゲンサイ

※日本食品成表(文部科学省)の改定に伴い、板橋区学校給食接種基準の運用を見直しております。

●食材の納入状況などにより、献立内容を一部変更する場合があります。

●給食に関する情報は、板三中のホームページに掲載されています。

生姜　干し椎茸　えのきたけ　
しめじ　人参　玉葱　

グリンピース　もやし　
粒コーンレトルト　長葱
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無洗米　米粒麦　砂糖　
三温糖　白ごま　油

焼きのり　鮭　　鶏肉　
豆腐　牛乳

もやし　きゅうり　
粒コーン缶　キャベツ　

ほうれんそう　人参　生姜　
大根　しめじ　長葱　小松菜

無洗米　押麦　炒め油　
練りごま　砂糖　ごま油　

でんぷん　トック

豚ひき肉　冷凍豆腐　
八丁みそ　鶏肉　
生わかめ　牛乳

にんにく　生姜　人参　玉葱　
たけのこ　干し椎茸　
長葱　にら　白菜　

えのきたけ　もやし

797 31.3

たん白質(g)区　　分 エネルギー(kcal)

板橋区中学校給食摂取基準 772～888

無洗米　米粒麦　ごま油　
白ごま　三温糖　

揚げ油　でんぷん　砂糖

✿　　卒　　業　　式　　✿

春　分　の　日

無洗米　もち米(無洗米)　
ごま油　炒め油　砂糖　

しゅうまいの皮　でんぷん

焼き豚　なると　豚ひき肉
　大豆　生わかめ　牛乳

ちりめんじゃこ　めかじき　
花かつお　豆腐　
たまご　牛乳

野沢菜　生姜　ほうれんそう　
人参　もやし　玉葱　
えのきたけ　長葱

無洗米　押麦　
砂糖　でんぷん

鶏肉　たまご　
豆腐　油揚げ　牛乳

玉葱　たけのこ水煮　
長葱　みつば　かぶ　人参　

白菜　しめじ　
小松菜　いちご予定

無洗米　米粒麦　炒め油
　生クリーム　小麦粉　

油　バター　赤ざらめ　砂糖
豚肉　ジョア

生姜　にんにく　玉葱　人参
　マッシュルーム水煮　
グリンピース　トマト　
セロリー　キャベツ　

きゅうり　粒コーン缶

３月平均

にんにく　生姜　粒コーン缶　
きゅうり　キャベツ　人参　
玉葱　大根　えのきたけ　

たけのこ水煮　長葱

無洗米　もち米(無洗米)　
黒ごま　揚げ油　

でんぷん　小麦粉　砂糖　
油　バニラアイス

無洗米　米粒麦　ごま油　
白ごま　砂糖　炒め油　

じゃがいも　三温糖　油

刻みのり　花かつお　豚肉　
海草ミックス　

ちりめんじゃこ　牛乳

にんにく　人参　玉葱　
しらたき　さやいんげん　

もやし　キャベツ　粒コーン缶

コッぺパン　炒め油　
砂糖　オリーブ油　

じゃがいも

ウィンナー　豚ひき肉　
大豆(国産､ゆで）　ひよこ豆　

粉チーズ　牛乳

ささげ　鶏肉　ひよこ豆　
大豆　豆腐　かまぼこ　
生わかめ　　ジョア

にんにく　生姜　玉葱　
人参　ピーマン　粒コーン缶　

パセリ　トマト　
セロリー　みかん予定

無洗米　砂糖　もち米(無洗米)　
でんぷん　ごま油　玉麩

油揚げ　麺かまぼこ　焼きのり　
豚ひき肉　大豆

絹ごし豆腐　生わかめ　牛乳

かんぴょう　たけのこ　
人参　れんこん　干し椎茸　

枝豆　生姜　長葱　干し椎茸　
大根　えのきたけ

ミルクパン　揚げ油　小麦粉　
ソフトパン粉　コーンフレーク　

砂糖　炒め油　さつまいも　
生クリーム　薄力粉　

バター　油

ホキ　たまご　鶏肉　
調理用牛乳　牛乳

トマト　キャベツ　にんにく　
玉葱　人参　

粒コーン缶　白菜

にんにく　玉葱　粒コーン缶　
ほうれんそう　パセリ　

生姜　人参　レタス　小松菜　
トマト　セロリー　

かんきつ予定

パインパン　炒め油　
じゃがいも　マカロニ　バター
薄力粉　ソフトパン粉　砂糖

鶏肉　調理用牛乳　
粉チーズ　豚肉　
たまご　牛乳

冷凍うどん　油　でんぷん　
揚げ油　小麦粉　薄力粉　

砂糖　生クリーム　粉砂糖

鶏肉　油揚げ　たまご　
笹かまぼこ　あおのり　

クリームチーズ　
調製豆乳　牛乳

生姜　人参　玉葱　えのきたけ
　干し椎茸　長葱　小松菜　

あしたば粉末　
レモン果汁

無洗米　米粒麦　炒め油　
バター　砂糖　でんぷん

ウィンナー　
鶏もも肉　牛乳

生姜　にんにく　玉葱　
粒コーン缶　グリンピース　
人参　えのきたけ　もやし　

白菜　小松菜

令和４年 ３月献立表

※

http://www.ita.ed.jp/edu/ita3jh/2kyuusyokushitsu.html

