
中央区立日本橋中学校

体をつくるもとになる エネルギーのもとになる 身体の調子を整えるもとになる

1 水
★ジャージャー麺（主菜2位）　中華スープ
★開口笑（デザート1位）　牛乳

豚ひき肉,赤みそ,たまご,
牛乳

中華めん,油,上白糖,でんぷん,
ごま油,小麦粉,バター,ごま

玉ねぎ,にんにく,しょうが,たけのこ,
にんじん,長ねぎ,青ピーマン,はくさい,
チンゲンサイ

843 31.4

2 木

ココア揚げパン　ポトフ　野菜70gのカラフルサラダ
せとか　　牛乳 鶏もも肉,

ウインナーソーセージ,牛乳
ツイストパン,油,上白糖,
じゃがいも

玉ねぎ,にんじん,にんにく,キャベツ,
もやし,きゅうり,パプリカ,
スイートコーン缶,せとか

801 30.3

3 金
ちらしずし　鶏とじゃが芋の炒め煮　すまし汁
★サイダーゼリー（デザート2位）　牛乳

油揚げ,うなぎ,たまご,のり,
鶏もも肉,アガー,牛乳

米,上白糖,油,じゃがいも
にんじん,れんこん,干し椎茸,玉ねぎ,
糸こんにゃく,こまつな,はくさい,
みかん缶

859 34.9

6 月
わかめごはん　たらのマヨパン粉焼き　青菜のサラダ
かきたま汁　牛乳

わかめ,たら,木綿豆腐,
たまご,牛乳

米,マヨネーズ,パン粉,三温糖,
油,でんぷん,ごま油

にんにく,こまつな,もやし,にんじん,
玉ねぎ 763 34.4

7 火
カレーピラフ　★クリスピーチキン（主菜1位）
スコッチブロス　ヨーグルト　牛乳

鶏もも肉,ベーコン,ひよこ豆,
大豆,ヨーグルト,牛乳

米,小麦粉,コーンフレーク,油,
おしむぎ

玉ねぎ,にんじん,スイートコーン缶,
にんにく,セロリー,キャベツ,
チンゲンサイ

944 33.4

8 水
★みそラーメン（主菜4位）揚げじゃがの和風サラダ
★フルーツ白玉（デザート３位）　牛乳

白みそ,赤みそ,豚ひき肉,
牛乳

中華めん,油,じゃがいも,上白糖,
ごま油,白玉だんご

にんにく,しょうが,スイートコーン缶,
もやし,キャベツ,にら,にんじん,
こまつな,みかん缶,パイン缶詰,
りんご缶

750 28.6

9 木
ごはん　さばの味噌煮　磯和え　玉葱とわかめのすまし汁
りんご　牛乳

さば,赤みそ,焼きのり,
木綿豆腐,わかめ,牛乳

米,上白糖
しょうが,はくさい,こまつな,にんじん,
玉ねぎ,りんご 842 30.2

10 金
ごはん　和風おろしハンバーグ
野菜のしょうがじょうゆ和え　なめこのみそ汁　牛乳

豚ひき肉,押し豆腐,
凍り豆腐,白みそ,赤みそ,
牛乳

米,油,パン粉,小麦粉,三温糖,
でんぷん

玉ねぎ,だいこん,キャベツ,もやし,
にんじん,しょうが,はくさい,なめこ水煮,
長ねぎ

773 32.4

13 月

ビスキュイパン　ホワイトシチュー　都内産野菜のサラダ
デコポン　牛乳

たまご,鶏もも肉,牛乳
バーンズパン．バター,上白糖,
小麦粉,じゃがいも,油

玉ねぎ,にんじん,こまつな,キャベツ,
きゅうり,にんにく,デコポン 768 32.5

14 火
★キーマカレー（主菜3位）　コーンと野菜のサラダ
★フルーツポンチ（デザート3位）　牛乳

大豆,豚ひき肉,牛乳 米,米粒麦,油,小麦粉,上白糖

玉ねぎ,にんじん,トマト缶,にんにく,
しょうが,りんご,キャベツ,チンゲンサイ,
にんじん,スイートコーン缶,りんご缶,
パイン缶詰,みかん缶

879 28.9

15 水
やこめ（炒り大豆ご飯）ちくわとししゃものいそべ揚げ
さつま汁　牛乳

大豆,焼きちくわ,あおのり,
ししゃも,鶏もも肉,油揚げ,
白みそ,牛乳

米,小麦粉,油,さつまいも だいこん,ごぼう,こんにゃく,こまつな,
長ねぎ

770 31.6

16 木
ごはん　春雨入り卵焼き　野菜の切りごまがけ
じゃがたまのみそ汁　牛乳

豚ひき肉,たまご,白みそ,
赤みそ,牛乳

米,春雨,油,上白糖,ごま油,
でんぷん,いりごま,じゃがいも

長ねぎ,たけのこ,にんじん,しょうが,
キャベツ,きゅうり,玉ねぎ．もやし 772 30.1

17 金
赤飯　メカジキのつけ焼き　野菜のごまだれ
花麩入り生揚げのみそ汁　　牛乳

あずき．めかじき切身,
生揚げ,白みそ,赤みそ,牛乳

米,もち米．いりごま,上白糖.麩
しょうが,こまつな.キャベツ,にんじん,
玉ねぎ 751 34.9

20 月 卒業式

21 火 春分の日

22 水
ごはん　鶏肉の唐揚げ　じゃこと野菜のサラダ
玉ねぎと白菜のみそ汁　牛乳

鶏もも肉,ちりめんじゃこ,
油揚げ,白みそ,赤みそ,牛乳

米,でんぷん,油,上白糖,ごま油,
いりごま

しょうが,ほうれんそう,キャベツ,もやし,
にんじん,玉ねぎ,はくさい 831 33.3

23 木
鮭チャーハン　春雨と野菜の中華ﾄﾞﾚ添え　中華ｽｰﾌﾟ
オレンジ　牛乳

鮭,たまご,ベーコン,
木綿豆腐,牛乳

米,油,ごま油,いりごま,春雨,
上白糖

長ねぎ,キャベツ,きゅうり,にんじん,にら,
オレンジ 748 30.2

　　 ※都合により献立内容を変更する場合があります。

※今月の食育の日は、15日に変更となります。

令和4年度　３月分　献　立　表

日 曜 献　　立　　名
おもな使用食品の働き ｴﾈﾙｷﾞｰ

kcal
蛋白質
g

野菜を1日350g食べよう！

今月の給食

平均野菜使用量

【スコッチブロス】スコッチブロスの名前の意味はスコットランドのブロス（スープ）です。イギリスの中でもスコットランドの伝統的

な料理で、肉や野菜、押し麦を入れてコトコト煮たシンプルなスープです。

～ 世界の料理 〈 イギリス 〉 ～

～ ひな祭り（桃の節句） ～

～ 日本の郷土料理 〈 山梨県 〉 ～

【やこめ】炒った大豆に塩を入れてもち米やうるち米と一緒に炊く料理で、田んぼの豊作を祈る行事のときのお供え物です。

かみかみメニュー

東京都産

「にんじん」使用

給食室では、卒業を迎える３年生に、給食の「主菜」と

「デザート」のリクエストアンケートを実施し、３月の献立

に取り入れました。アンケートを元に、クラスごとに投票

数の多かったメニューを採用する予定でしたが

1位のメニューが同じクラスがあったため、今年度

は、3学年全体でそれぞれ4位までのメニューを取り入

れることにしました。

※「主菜」は、主食＋主菜のメニューも含みます。

３年生の皆さん、リクエストありがとうございました。

リクエストしてくれたメニューを、みんなで味わい楽しみましょう。

◆ ご卒業 おめでとうございます ◆

桃の節句

～ 卒業お祝い献立 ～

生徒１人１回当りの平均栄養摂取量（中学校）

栄養価 ｴﾈﾙｷﾞ- たん白質 脂質 ﾅﾄﾘｳﾑ ｶﾙｼｳﾑ ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 鉄 食物繊維

*１ (食塩相当量)*１ *２ *２ *２ Ａ*２ B1*２ B2*２ C*２ *２

(kcal) (％) (％) (g) (mg) (mg) (mg) (μgRAE) (mg) (mg) (mg) (g)

月分平均 806 31.8 26.3 3 363 103 3.2 361 0.47 0.65 37 7

830 13～20 20～30 2.5 450 120 4.5 300 0.5 0.6 35 7
 平均栄養価は、*1：学校給食摂取基準の±10%範囲内　*2：学校給食摂取基準の±20%範囲内で調整しています。

ビタミン

学校給食摂取基準

順位 料理名 投票数 順位 料理名 投票数

1 クリスピーチキン 13 1 開口笑 18

2 ジャージャー麺 12 2 サイダーゼリー 14

3 キーマカレー 8 3 フルーツポンチ 6

4 みそラーメン 6 3 フルーツ白玉 6

主菜 デザート

3学年〔リクエスト給食〕集計結果

3月3日は、「桃の節句」、「上巳の節句」とも呼ばれ、女の

子の健やかな成長と幸せを願う日です。ひな人形を飾る風習は

室町時代頃に始まり、一般に広まったのは明治時代以降といわ

れています。それまでは厄をはらうための紙の人形だったとい

われています。桃の節句につくられる行事食には、はまぐりの

お吸い物やひしもち、ちらしずしなどがあります。


