
板橋区立桜川中学校

主に体の組織を
つくるもの

主にエネルギー
となるもの

エネルギー
(kcal)

たんぱく質
(g)

脂質
(g)

1 月

牛乳
タッカルビ丼
あっさりきゃべつ
スイートポテトチップス

★牛乳,鶏肉
精白米,米粒麦,砂糖,油,
トック,でんぷん,ごま油,さ
つまいも,揚げ油,粉砂糖

901 29.3 23.6

2 火

牛乳
麦入りご飯・ひじきふりかけ
野菜のうま煮
青菜と油揚げのおひたし

★牛乳,ひじき,粉かつお,豚
肉,うずら卵水煮,油揚げ

精白米,米粒麦,油,砂糖,で
んぷん,じゃがいも,揚げ油,
炒め油,三温糖

892 33.5 24.7

3 水

【桃の節句献立】

牛乳・散らし寿司
鶏肉の照り焼き
紅白すまし汁
くだもの（いちご）

★牛乳,鶏肉,油揚げ,刻み
のり,鶏もも肉,豆腐,はんぺ
ん

精白米,砂糖 863 37.9 29.6

4 木

牛乳・パンプキンパン
ポテトとサーモンのグラタン
トマトスープ
くだもの(みかん)

★牛乳,生鮭,★調理用牛
乳,★生クリーム,★ピザ
チーズ,鶏肉

パンプキンパン,じゃがい
も,調合油,小麦粉,ソフトパ
ン粉,炒め油

855 34.0 37.8

5 金
牛乳・ミルメーク(コーヒー)
カレーライス
シャキシャキ

★牛乳,豚肉,★粉チーズ

コ－ヒ－シュガ－(ミルメー
ク),精白米,米粒麦,炒め油,
じゃがいも,いちごジャム,
小麦粉,油,★バター,ごま
油,砂糖

930 28.1 28.5

8 月

牛乳
混ぜそぼろご飯
ヤンニョムチキン
白菜の具だくさん汁

★牛乳,鶏ひき肉,赤みそ,
鶏もも肉,豚肉,生揚げ

精白米,米粒麦,炒め油,三
温糖,ごま油,でんぷん,揚
げ油,はちみつ

880 35.2 32.4

9 火

牛乳
肉うどん
かみかみサラダ
ベークドチーズケーキ

★牛乳,豚肉,油揚げ,☆さ
きいか,★クリームチーズ,
★生クリーム,卵

冷凍うどん,砂糖,油,小麦
粉 891 40.3 38.5

10 水

牛乳
ガーリックフランス
キャベツのクリームスープ
🌸フルーツ白玉

★牛乳,鶏肉,ベーコン,★
調理用牛乳,豆乳,★生ク
リーム

★ソフトフランスパン,ソフト
マーガリン,オリーブ油,油,
じゃがいも,小麦粉,★バ
ター,白玉団子,はちみつ,
砂糖

896 24.1 34.6

11 木

牛乳
中華丼
カップチヂミ
わかめと卵のス－プ

★牛乳,豚肉,☆いか,むき
えび,うずら卵水煮,卵,生わ
かめ,豆腐

精白米,米粒麦,炒め油,ご
ま油,でんぷん,小麦粉,じゃ
がいも,砂糖,白ごま

893 39.4 22.2

12 金

牛乳
昆布ご飯
さばの竜田揚げ
あおさの味噌汁

★牛乳,刻み昆布,鶏肉,油
揚げ,さば,あおさ(ヒトエグ
サ),白みそ,赤みそ

精白米,もち米,三温糖,炒
め油,でんぷん,揚げ油,じゃ
がいも

870 33.3 30.3

15 月

牛乳
🌸キムチチャーハン
🌸パリパリパリサラダ
ちんげん菜スープ
🌸スイートポテト

★牛乳,豚肉,鶏肉,★調理
用牛乳,★生クリーム,卵

精白米,炒め油,ごま油,ワ
ンタンの皮,揚げ油,砂糖,さ
つまいも,★バター

867 26.5 24.5

16 火

牛乳
🌸きな粉揚げパン
スパニッシュオムレツ
ワンタンスープ

★牛乳,きな粉,卵,ベーコ
ン,鶏ひき肉,豚肉,なると

ミルクパン,グラニュー糖,
揚げ油,炒め油,じゃがいも,
ウェーブワンタン,ごま油

855 36.4 38.7

17 水

牛乳
🌸味噌ラーメン
パンチビーンズ
🌸タピオカフルーツ

★牛乳,豚肉,赤みそ,大豆
むし中華めん,炒め油,ごま
油,三温糖,でんぷん,揚げ
油,タピオカパール,砂糖

903 34.8 20.5

18 木

【卒業お祝い献立】

牛乳・赤飯
🌸鶏の唐揚げ
お祝いなるとのすまし汁
🌸チョコチップケーキ

★牛乳,ささげ,鶏もも肉,豆
腐,なると,★調理用牛乳,
卵

精白米,もち米,★黒ごま,小
麦粉,でんぷん,砂糖,★バ
ター,★ミルクチョコレート

921 37.2 29.1

22 月

牛乳
ご飯
鶏ちゃん焼き
のっぺい汁
オレンジゼリー

★牛乳,鶏もも肉,赤みそ,
豚肉,粉寒天

精白米,砂糖,炒め油,でん
ぷん,じゃがいも 833 31.4 22.3

23 火

牛乳
ガーリックライス
ミラノ風カツレツ
白菜スープ

★牛乳,ベーコン,ちりめん
じゃこ,鶏もも肉,卵

精白米,米粒麦,炒め油,小
麦粉,ソフトパン粉,揚げ油,
オリーブ油,砂糖,じゃがい
も

849 33.8 28.9

24 水

牛乳
中華おこわ
ジャンボ揚げ餃子
にらと卵のスープ
黄桃のヨーグルトかけ

★牛乳,豚肉,豚ひき肉,鶏
肉,卵,豆腐,★プレ-ンヨ-グ
ルト

もち米,精白米,炒め油,ごま
油,餃子の皮,緑豆春雨,で
んぷん,小麦粉,揚げ油

866 34.1 27.5

※　学校行事等の関係で献立を変更することがあります。

日
曜
日 献　　立

エネルギー
(kcal)

33.5880

区分

生姜,玉葱,人参,たけのこ水
煮,白菜キムチ,きゅうり,大
根,干し椎茸,チンゲンサイ

玉葱,ピーマン,生姜,人参,
りょくとうもやし,干し椎茸,長
葱,チンゲンサイ

にんにく,生姜,キャベツ,も
やし,人参,玉葱,大根,ごぼう,
こんにゃく,長葱,・オレンジ
ジュース,レモン

にんにく,玉葱,パセリ,ボイ
ルトマト,人参,白菜

生姜,人参,たけのこ水煮,干
し椎茸,小松菜,キャベツ,に
ら,長葱,にんにく,玉葱,黄桃
缶

にんにく,パセリ,玉葱,人参,
キャベツ,黄桃缶,パイン缶,
★みかん缶

板橋区学校給食摂取基準

たんぱく質
(g)

26.9～41.5830

生姜,にんにく,人参,白菜,玉
葱,チンゲンサイ,にら,白菜
キムチ,長葱

人参,干し椎茸,生姜,大根,
長葱,ぶなしめじ,えのきた
け

３月分平均

令和3年３月分献立表

栄養価材　　　料　　　名

生姜,にんにく,干し椎茸,大
根,人参,小松菜,長葱

にんにく,生姜,玉葱,人参,干
し椎茸,キャベツ,もやし,に
ら,粒コーン缶,長葱,★みか
ん缶,パイン缶,黄桃缶,レモ
ン

主に体の調子を
整えるもの

生姜,にんにく,白菜キムチ,
人参,キャベツ,長葱,にら,
きゅうり

生姜,たけのこ水煮,人参,玉
葱,干し椎茸,ピーマン,ほう
れんそう,もやし

人参,れんこん,さやいんげ
ん,干し椎茸,大根,小松菜,
長葱,いちご

人参,玉葱,パセリ,にんにく,
セロリー,ボイルトマト,キャ
ベツ,★みかん

生姜,にんにく,玉葱,人参,セ
ロリー,大根,きゅうり,れんこ
ん

にんにく,生姜,玉葱,ごぼう,
こんにゃく,人参,白菜,長葱

人参,長葱,ほうれんそう,
キャベツ,もやし,きゅうり,レ
モン

9年生からのリクエストが多かったメニューを

3月の献立に取り入れました。お楽しみに♪

(🌸のマークがついたメニューです)

9年生卒業

リクエスト給食

パリパリ増量

しました!!

揚げた鶏肉を、

甘辛いヤンニョム

ソースと絡めます

https://www.google.co.jp/url?url=https://frame-illust.com/%3Fp%3D1272&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwitzor35cngAhWgyYsBHe6qBfcQwW4IHDAD&usg=AOvVaw3LGv1Cbc4X6_gOzpzysrqy
http://www.google.co.jp/url?url=http://www.stamp-en.com/tool/itemDetail.php%3Fid%3Dsk1604-058&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwim9PfG5sngAhXQyIsBHQYiBvI4FBDBbgg2MBA&usg=AOvVaw1UCcuuSU0M623Ik_iR5tCZ

