
おもな使用食品の働き エネルギー たんぱく質

体をつくるもとになる食品 エネルギーのもとになる食品 体の調子を整えるもとになる食品 kcal g

3 水
メキシカンライス, 野菜のクリームスープ,
ココアケーキ, 牛乳

ウインナー,
豚ももこま切肉,たまご,
牛乳

米,米粒麦,なたね油,
有塩バター,小麦粉,
さとう,無塩バター,粉糖

たまねぎ,ピーマン,
スイートコーン缶,
チンゲンサイ,にんじん

700 20.5

4 木
【地産地消「糸寒天」】
ごはん, けんちん汁,魚のみそにんにく焼き,
糸寒天のごま酢がけ, 牛乳

鶏こま切肉,豆腐,
いなだ切り身,米みそ,
糸寒天,牛乳

米,なたね油,
ごま油, さとう,いりごま

だいこん,にんじん,こんにゃ
く,ごぼう,長ねぎ,にんにく,
長ねぎ,こまつな,はくさい

627 26.3

5 金 ごはん, にらたまスープ, 回鍋肉, なし, 牛乳
たまご,豚ももうす切肉,
米みそ,牛乳

米,でんぷん,ごま油,
なたね油,さとう

にんじん,長ねぎ,にら,なし,
しょうが,キャベツ,ﾋﾟｰﾏﾝ,た
けのこ,にんにく

629 28.3

9 火 三色丼, みそ汁, みたらしだんご, 牛乳
豚ひき肉,たまご,油揚げ,
米みそ,牛乳

米,さとう,なたね油,
白玉だんご,でんぷん

たまねぎ,にんじん,
干しいたけ,ほうれんそう,
こまつな,はくさい

677 24.8

10 水
ごはん, いかのチリソース, 海藻サラダ,
五目スープ, 牛乳

いか,海藻ミックス,
豚小間,豆腐,牛乳

米,でんぷん,なたね油,
さとう,ごま油,いりごま

長ねぎ,しょうが,にんに
く,にんじん,キャベツ,た
まねぎ,干し椎茸,こまつな

622 23.5

11 木
メープルバタートースト,
とり肉とかぼちゃのクリーム煮,
マセドアン風サラダ, 牛乳

鶏こま肉,ベーコン,牛乳
食パン,有塩バター,
メープルシロップ,
なたね油,小麦粉,さとう

たまねぎ,エリンギ,かぼ
ちゃ,コーン缶,キャベツ,
にんじん,きゅうり,レモン

618 22

12 金
【かみかみメニュー】
ご飯, 茎わかめの佃煮, みそ汁,ししゃもごま衣揚げ,
野菜のしょうがじょうゆがけ, 牛乳

くきわかめ,かつお節,
油揚げ,米みそ,ししゃも,
たまご,牛乳

米,さとう,いりごま,
黒いりごま,小麦粉,
なたね油

しょうが,えのきたけ,
だいこん,もやし,
こまつな,にんじん

651 25.8

15 月
きのこの和風スパゲッティ,
れんこんチップサラダ,スィートポテト, 牛乳

ベーコン,まぐろ缶詰,
ｸﾘ-ﾑ,たまご,牛乳

スパゲティ,なたね油,
さとう,ごま油,いりごま,
さつまいも,有塩バター

にんにく,にんじん,たまねぎ,
ぶなしめじ,えのきたけ,ｴﾘﾝ
ｷﾞ,こまつな,れんこん,きゅう
り,ｷｬﾍﾞﾂ

660 22.8

16 火
ごはん, クリームコーン中華スープ,
豚肉と高野豆腐の甘酢あん, 牛乳

調理用牛乳,たまご,
凍り豆腐,豚ももこま切肉,
牛乳

米,でんぷん,ごま油,
じゃがいも,なたね油,
さとう

クリームコーン缶,ﾋﾟｰﾏﾝ,
しょうが,たまねぎ,
干しいたけ,にんじん

684 25.9

17 水
シナモン揚げパン, ポトフ, フルーツヨーグルト,
牛乳

豚ももこま切肉,
プレーンヨーグルト,牛乳

コッペパン,なたね油,
さとう,じゃがいも

たまねぎ,にんじん,ｷｬﾍﾞﾂ,
セロリー,さやいんげん,
パイン缶,黄桃缶,西洋なし

604 23.1

18 木
ごはん, みそ汁,豚肉のしょうが炒め,
キャベツと油揚げの和風サラダ, 牛乳

米みそ,豚ももうす切肉,
油揚げ,牛乳

米,ふ,なたね油,さとう,
ごま油,いりごま

ほうれんそう,もやし,
たまねぎ,にんにく,
しょうが,ｷｬﾍﾞﾂ,にんじん

588 24.5

19 金
【食育の日・郷土料理　～鳥取県～】
大山おこわ, いもこん汁, 魚の辛みそだれ,
お浸し,牛乳

鶏こま切肉,豆腐,油揚げ,
シルバー切身,米みそ,牛乳

米,もち米,さとう,
さといも,いりごま

にんじん,干しいたけ,たけの
こ,だいこん,長ねぎ,ごぼう,
こまつな,もやし,こんにゃく

577 25.6

22 月
さんまのかば焼き丼, みそ汁, 野菜の和風サラダ,
牛乳

さんま開き,豆腐,わかめ,
米みそ,牛乳

米,米粒麦,でんぷん,
なたね油,さとう,ふ

キャベツ,こまつな,
にんじん 638 23.3

23 火
チキンカレーライス, きのこソースのサラダ,
りんご, 牛乳

鶏こま切肉,ベーコン,牛乳
米,米粒麦,じゃがいも,
なたね油,ごま油,さとう

たまねぎ,にんじん,しょうが,
にんにく,キャベツ,れんこん,
えのきたけ,ぶなしめじ,りん
ご

671 18.7

24 水
さつまいもごはん, みそ汁, 魚のつけ焼き,
野菜のポン酢がけ, 牛乳

油揚げ,わかめ,米みそ,
いなだ切身,牛乳

米,もち米,さつまいも,
いりごま,さとう

だいこん,はくさい,
こまつな,にんじん,レモン 617 25.2

25 木
エンドレスパン, 野菜ｽｰﾌﾟ,豚肉のオレガノソース,
粉ふきいも, 牛乳

ベーコン,豚ももこま切肉,
牛乳

エンドレスパン,なたね油,
じゃがいも

たまねぎ,ほうれんそう,
にんじん,エリンギ,にんにく,
とうがらし,トマト水煮,パセ
リ

582 25.5

26 金 麻婆麺, 中華スープ, フルーツ寒天, 牛乳
豆腐,豚ひき肉,大豆,
米みそ,ベーコン,粉寒天,
牛乳

蒸し中華めん,なたね油,
さとう,でんぷん,ごま油

たまねぎ,長ねぎ,にら,干しい
たけ,にんにく,しょうが,にん
じん,西洋なし,パイン缶,黄桃
缶

638 26.6

29 月
ごはん, かつおでんぶ, みそ汁, 肉じゃが,なし,
牛乳

粉かつお,油揚げ,米みそ,
豚ももこま切肉,牛乳

米,さとう,いりごま,
じゃがいも,なたね油

こまつな,はくさい,
たまねぎ,にんじん,なし,
さやいんげん,こんにゃく

619 22.3

30 火
麦ごはん, かきたま汁, 魚の米麹焼き,
きんぴらポテト, 牛乳

豆腐,たまご,シルバー切身
,牛乳

米,米粒麦,でんぷん,
じゃがいも,油,ごま油,
さとう

こまつな,ごぼう,
にんじん,糸こんにゃく 605 25

31 水 ハロウィンサンド, 白菜スープ,ぶどうゼリー,牛乳
いんげんまめ,豚ひき肉,
たまご,鶏こま切肉,
アガー,牛乳

パーカーハウスパン,
なたね油,マッシュポテト,
小麦粉,パン粉,さとう

かぼちゃ,たまねぎ,
キャベツ,はくさい,
にんじん,ぶどうジュース

617 23

平成３０年１０月　献立表
中央区立月島第一小学校

日 曜 献 立 名

※都合により献立内容を変更する場合があります。
児童１人１回当りの平均栄養摂取量（小学校）

栄養価 ｴﾈﾙｷﾞ- たん白質 脂肪 ﾅﾄﾘｳﾑ ｶﾙｼｳﾑ 鉄 食物繊維

(食塩相当量) Ａ B1 B2 C
(kcal) (g) (％) (g) (mg) (mg) (μgRE) (mg) (mg) (mg) (g)

10月分平均 630 24.1 28 2.6 334 2.1 227 0.42 0.54 30 3.9
640 24 25～30 2.5 350 3 170 0.4 0.4 20 5学校給食摂取基準

ビタミン

実りの秋を迎え、給食でも

秋が旬の食材がたくさん登

場します。美味しい秋の味

覚を楽しみましょう。

日本の郷土料理

今月は鳥取県の郷土料理「大山おこわ」と「いもこん汁」です。

「大山おこわ」は、鳥取県の山麓地方に伝わるお祭りやお祝い事で

作られる、とり肉や野菜が入ったしょうゆ味のおこわです。鳥取県

では、里芋とこんにゃくなどの具材を入れた「いもこん鍋」が有名

ですが、給食では汁物として提供します。

【秋が旬の食品を使用したメニュー】

１１日 とり肉とかぼちゃのクリーム煮

１５日 きのこの和風スパゲティ

スイートポテト

２２日 さんまのかば焼き丼

２３日 きのこソースのサラダ

２４日 さつまいもごはん

３１日 ハロウィンサンド
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