
 

 4月8日

鯛めし 840 kcal
ごぼうのかみかみサラダ♪ 25.7 ｇ
鶏ささみスープ 28.0 ｇ
みたらし団子　
きな粉揚げパン 805 kcal
中華スープ 26.4 ｇ
こんにゃくのサラダ 42.2 ｇ

くだもの

ご飯 806 kcal
五目豆 35.1 ｇ
魚のみぞれあげ　 30.7 ｇ

みそ汁

カレーライス 867 kcal
コーンサラダ 26.5 ｇ
桃ゼリー 23.1 ｇ

ジャージャー麺 836 kcal
春雨サラダ 27.3 ｇ
フルーツポンチ 22.9 ｇ

おこわごはん 810 kcal
棒棒鶏 33.7 ｇ
広東スープ 30.3 ｇ
ぶどうゼリー
ミートソース 811 kcal
だいこんサラダ 31.4 ｇ
かぶのスープ 27.6 ｇ
くだもの

たけのこごはん 837 kcal
竹輪カレー風味揚げ 35.2 ｇ
野菜のおひたし 23.3 ｇ
お味噌汁
ヨーグルト

ビビンバ 810 kcal
サンラータン 33.8 ｇ
野菜の辛子醤油 28.0 ｇ

チンジャオロース丼 824 kcal
広東風ワンタンスープ 29.5 ｇ
リンゴゼリー 27.2 ｇ

チョコチップパン 847 kcal
エッグハッシュポテト 37.4 ｇ
かみかみサラダ 34.6 ｇ
野菜と押麦のスープ
マーボー丼 808 kcal
はるさめスープ 33.5 ｇ
アスパラサラダ 27.0 ｇ

くだもの

米粉パン 869 kcal
オムレツ 37.1 ｇ
パンプキンポタージュ 39.9 ｇ
オニオンドレッシングサラダ

プルコギ丼 803 kcal
ビーフンスープ 32.9 ｇ
オレンジゼリー 20.4 ｇ

ご飯 811 kcal
佃煮
肉じゃが 32.9 ｇ
おかかあえ 23.3 ｇ
くだもの
フィッシュバーガー 828 kcal
野菜ス－プ 34.7 ｇ
ヨーグルト 32.8 ｇ

　

※食材の購入事情により、献立の変更があります※

エネルギー 826kcal

タンパク質 32.1ｇ

脂質 28.8ｇ

30
金

○

牛乳,
ホキ,鶏肉,
ヨーグルトストロベリー

ミルクパン,小麦粉,でんぷん,
ソフトパン粉,揚げ油,砂糖

キャベツ,小松菜,玉葱,人参,
粒コーン缶,白菜,きくらげ

27
火

○

牛乳,豚肉.鶏肉,粉寒天 米,米粒麦,三温糖,ごま油,
炒め油,でんぷん,ビーフン,砂糖

にんにく,生姜,人参,玉葱,もやし,に
ら,チンゲンサイ,白菜,キャベツ,オ
レンジジュース

28
水

○

牛乳,もみ海苔,鶏肉,
冷凍生揚げ,
かつお加工品(かつお節),
花かつお

米,砂糖,じゃがいも,油,赤ざらめ にんにく,生姜,干し椎茸,
こんにゃく,人参,玉葱,
たけのこ水煮,冷凍グリンピース,
キャベツ,白菜,小松菜,
きよみ

23
金

○

牛乳,冷凍生揚げ,鶏ひき肉,
豚ひき肉,赤みそ(辛),
八丁みそ,鶏肉,
ボンレスハム

米,炒め油,砂糖,でんぷん,
緑豆春雨(乾),ごま油,油

にんにく,生姜,玉葱,人参,
干し椎茸,たけのこ水煮,
小松菜,白菜,キャベツ,
グリーンアスパラ,粒コーン,
きよみ

26
月

○

牛乳,たまご,鶏ひき肉,
ベーコン,豆乳

米粉パン,砂糖,油,小麦粉 玉葱,マッシュルーム水煮,
かぼちゃ,人参,生姜,キャベツ,
小松菜,白菜

21
水

○

牛乳,鶏肉,冷凍豆腐,
うずら卵水煮,粉寒天

米,でんぷん,油,砂糖,ごま油,
ウェーブワンタン

たけのこ水煮,ピーマン,
赤ピーマン,玉葱,にんにくの芽
にんにく,生姜,人参,白菜,小松菜,
長葱,りんごジュース

22
木

○

牛乳,鶏ひき肉,たまご,
さきいか,鶏肉,
ベーコン,ひよこ豆

チョコチップパン,じゃがいも,
油,砂糖,ごま油,炒め油,押麦

玉葱,キャベツ,白菜,レタス,
人参,粒コーン,えのきたけ,
セロリー,
大根,生姜,小松菜

19
月

○

牛乳,鶏肉,油揚げ,刻みのり,
焼き竹輪,冷凍豆腐,豆腐,
赤みそ(辛),白みそ(辛),
かつお加工品(かつお節),
ヨーグルト

米,砂糖,小麦粉,揚げ油,じゃがいも たけのこ水煮,人参,
キャベツ,白菜,小松菜,
粒コーン,ごぼう,大根,しめじ

20
火

○

牛乳,鶏肉,
赤みそ(辛),冷凍豆腐,たまご

米,炒め油,砂糖,ごま油,
でんぷん,緑豆春雨(乾),油

にんにく,干しぜんまい,
糸こんにゃく,白菜,小松菜,
人参,たけのこ水煮,長葱,
生姜,チンゲンサイ,キャベツ
グリーンアスパラ,粒コーン,玉葱

15
木

○

牛乳,昆布,鶏肉,
油揚げ、冷凍豆腐,豆腐,
粉寒天

米,もち米,油,ごま油,砂糖,
練りごま,
ウェーブワンタン,でんぷん

人参,ごぼう,たけのこ水煮,
干し椎茸,冷凍グリンピース,
白菜,大根,長葱,生姜,にんにく,
にら,ぶどうジュース

16
金

ジョア,鶏ひき肉,
レンズ豆,
花かつお,ベーコン

スパゲッテイ,油,砂糖,炒め油 にんにく,生姜,玉葱,人参,
マッシュルーム水煮,
トマトピューレ,大根,白菜,かぶ,
かぶ(葉),
きよみ

13
火

ジョア,鶏肉,
かつお節(厚節),ベーコン,
アガー

米,油,じゃがいも,赤ざらめ,
小麦粉,砂糖

にんにく,生姜,玉葱,人参,
キャベツ,白菜,粒コーン,黄桃缶

14
水

○

牛乳,八丁みそ,赤みそ(辛),
鶏ひき肉,

むし中華麺,油,ごま油,
砂糖,でんぷん,緑豆春雨(乾),
白玉団子,水あめ

長葱,にんにく,生姜,干し椎茸,
たけのこ水煮,人参,もやし,
白菜,キャベツ,
とうもろこし(冷凍）,だいずもやし
みかん缶(果肉のみ),パイン缶

9
金

○

牛乳,きな粉,鶏肉,冷凍豆腐,
うずら卵水煮

ミルクパン　揚げ油,砂糖,
ごま油,ウェーブワンタン,油

人参,チンゲンサイ,白菜,長葱,
生姜,にら,粒コーン,
キャベツ,グリーンアスパラ,
糸こんにゃく,レモン(果汁､生),
きよみ

12
月

○

牛乳,
鮭,鶏肉,大豆,角切り昆布,
油揚げ,冷凍豆腐,豆腐,
白みそ(辛),赤みそ(辛),
かつお加工品(かつお節)

米,でんぷん,揚げ油,砂糖,
じゃがいも

大根,生姜,枝豆,たけのこ水煮,こん
にゃく,人参,長葱,小松菜

たんぱく質

脂質

8
木

○

牛乳,
たい,油揚げ,昆布,鶏若鶏肉ささ身

米,米粒麦,炒め油,でんぷん,
揚げ油,砂糖,ごま油,油,白玉団子

人参,ごぼう,白菜,キャベツ,
粒コーン,生姜,チンゲンサイ

[令和３年　4月度　 献 立 表 ]
板橋区立上板橋第三中学校

日 主食 牛乳 　主食
赤の仲間

血や肉になる
黄の仲間

熱や力の元になる
緑の仲間

体の調子を整える

ｴﾈﾙｷﾞｰ


