
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

1 木
ふきよせごはん　すまし汁　豚肉と野菜のうま煮
りんご　牛乳

わかめ,豚ももこま切肉,
米みそ,牛乳

米,もち米,さつまいも,ふ,
なたね油,じゃがいも,
さとう

ぶなしめじ,にんじん,長ねぎ,
しょうが,こんにゃく,ごぼう,
れんこん,干し椎茸,さやいんげん,
りんご

612 21.9

2 金
黒砂糖コッペパン　オニオンスープ
マカロニグラタン　キャベツと青菜のサラダ　牛乳

ベーコン,とり肉,
生クリーム,
パルメザンチーズ,牛乳

黒ざとうコッペパン,
なたね油,マカロニ,小麦
粉,バター,パン粉,さとう

たまねぎ,にんじん,
マッシュルーム,キャベツ,
こまつな

615 24.5

5 月 ごはん　にらたまスープ　麻婆豆腐　柿　牛乳
たまご,豆腐,豚ひき肉,
大豆,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,
たまねぎ,干しいたけ,
にんにく,しょうが,かき

701 29.2

6 火
カレーうどん　じゃこと野菜のサラダ　大学いも
牛乳

豚ももこま切肉,油揚げ,
ちりめんじゃこ,牛乳

うどん,なたね油,でんぷ
ん,さとう,さつまいも,
中ざらめ,いりごま

しょうが,たまねぎ,にんじん,
長ねぎ,干しいたけ,こまつな,
キャベツ

645 21.1

7 水
パエリア　ABCパスタスープ　スペイン風オムレツ
牛乳

切りいか,鶏こま切肉,
ベーコン,豚ひき肉,
たまご,牛乳

米,なたね油,バター,
マカロニ,でんぷん,
じゃがいも

にんじん,たまねぎ,にんにく,
マッシュルーム,ピーマン,
赤ピーマン,キャベツ,パセリ

621 25.4

8 木
【いい歯の日・かみかみメニュー】
ゆかりごはん　みそ汁　ちくわとししゃものいそべ揚げ
かみかみサラダ　牛乳

油揚げ,米みそ, ちくわ
からふとししゃも, 牛乳
あおのり,ちりめんじゃこ

米,小麦粉,でんぷん,
なたね油,ごま油,さとう

ゆかり,だいこん,万能ねぎ,
ごぼう,キャベツ,にんじん,
スイートコーン,にんにく

674 21.8

9 金
ウィンナードック　ヌードルスープ
コンビネーションサラダ　牛乳

ウィンナー,豚もも肉,
まぐろ油漬缶,牛乳

コッペパン,バター,
ヌイユ,なたね油,
じゃがいも,さとう

たまねぎ,さやいんげん,こまつな,
キャベツ,もやし,スイートコーン,
にんじん

585 22.9

12 月
ごはん　なめこ汁　鮭のてりやき
さつまいものカリカリサラダ　牛乳

豆腐,米みそ,鮭切身,牛乳
米,さとう,さつまいも,
なたね油,いりごま

なめこ,長ねぎ,こまつな,
キャベツ,にんじん 613 27.4

13 火
ガーリックトースト　根菜の和風シチュー
青菜ともやしのオニオンサラダ　牛乳

鶏こま切肉，大豆,米みそ,
パルメザンチーズ,牛乳

食パン,バター,さといも,
なたね油,小麦粉,さとう

にんにく,パセリ,かぶ,ごぼう,
にんじん,しょうが,キャベツ,
こまつな,もやし,りんご,たま
ねぎ

583 24.7

14 水 豚肉の柳川丼　すまし汁　野菜のごま酢かけ　牛乳
豚ももこま切肉,たまご,
わかめ,牛乳

米,なたね油,さとう,
いりごま

ごぼう,にんじん,長ねぎ,
さやいんげん,えのきたけ,
はくさい,にんじん

622 27.0

15 木
スパゲティミートソース　コーンと野菜のサラダ
マロンカップケーキ　牛乳

豚ひき肉,大豆,
パルメザンチーズ,たまご,
牛乳

ロングスパゲティ,
なたね油,小麦粉,さとう,
バター,むきぐり

たまねぎ,にんじん,にんにく,
トマト水煮,キャベツ,
スイートコーン

703 25.3

16 金
【地産地消・こまつな】
こまつなチャーハン　五目スープ　バンサンスー　牛乳

豚ひき肉,たまご,豆腐,
ボンレスハム,牛乳

米,米粒麦,なたね油,
ごま油,いりごま,春雨

たまねぎ,こまつな,しょうが,
にんじん,干しいたけ,チンゲンサ
イ,キャベツ,もやし

587 21.7

19 月
【郷土料理・千葉県】
ごはん　けんちん汁　あじのさんが焼き　野菜のごまだれ
牛乳

油揚げ,あじすり身,米み
そ,牛乳

米,さといも,ごま油,
さとう,でんぷん,いりごま

だいこん,にんじん,ごぼう,
こんにゃく,長ねぎ,しょうが,
ほうれんそう,もやし

595 26.2

20 火
ごはん　ごま塩　わかめスープ　大豆入り春巻き
ハムと野菜の中華サラダ　牛乳

わかめ,豆腐,豚ひき肉,
大豆,ボンレスハム,牛乳

米,いりごま,春巻きの皮,
なたね油,ごま油,春雨,
でんぷん,小麦粉,さとう

えのきたけ,長ねぎ,しょうが,
もやし,にんじん,こまつな 642 21.7

21 水
ナン・大豆入りキーマカレー
じゃがいものハニーサラダ　りんごゼリー　牛乳

豚ひき肉,大豆,アガー,
牛乳

ナン,なたね油,
じゃがいも,はちみつ,
さとう

たまねぎ,にんじん,しょうが,
にんにく,トマト水煮,
キャベツ,りんごジュース

694 24.9

22 木
【和食の日】(11月24日：いいにほんしょく)
ごはん　豚汁　さんまの筒煮　お浸し　柿　牛乳

豚ももこま切肉,豆腐,
米みそ,さんま,牛乳

米,なたね油,じゃがいも,
さとう

だいこん,ごぼう,にんじん,
こんにゃく,長ねぎ,しょうが,
はくさい,ほうれんそう,かき

698 26.8

26 月
ごはん　みそ汁　鶏のから揚げ　野菜の和風サラダ
牛乳

わかめ,米みそ,鶏もも肉,
牛乳

米,ふ,でんぷん,なたね油,
さとう

長ねぎ,しょうが,キャベツ,
にんじん 623 23.8

27 火
エンドレスパン　ミネストラスープ
クリスピーフィッシュ　野菜のレモンサラダ　牛乳

ベーコン,ホキ
パルメザンチーズ,牛乳

エンドレスパン,なたね油,
さとう,マカロニ,小麦粉,
コーンフレーク

たまねぎ,にんじん,セロリ,に
んにく,トマト水煮,さやいんげ
ん,キャベツ,にんじん,もやし,
コーン,レモン

595 26.0

28 水 ごはん　すまし汁　肉豆腐　みかん　牛乳
豚もも肉,豆腐,米みそ,
牛乳

米,ふ,なたね油,さとう
長ねぎ,ほうれんそう,にんじ
ん,たまねぎ,はくさい,えのき
たけ,つきこんにゃく,みかん

628 26.3

29 木
ハムライス　白菜入りクリームスープ
青のりビーンズポテト　牛乳

ロースハム,豚もも肉,
パルメザンチーズ,大豆,
あおのり,牛乳

米,米粒麦,なたね油,
バター,小麦粉,でんぷん,
じゃがいも

たまねぎ,マッシュルーム,
はくさい,にんじん,
ブロッコリー

706 24.5

30 金
さんまのひつまぶし　みそ汁
小松菜とじゃこの煮浸し　牛乳

さんま,たまご,油揚げ,
米みそ,ちりめんじゃこ,
牛乳

米,でんぷん,なたね油,
さとう,ごま油

しょうが,さやいんげん,だいこん,
万能ねぎ,にんじん,はくさい,
こまつな

626 22.2

平成３０年１１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。

１１月８日は「いい歯の日」です。

「いい歯の日」は、８０歳になっても、自分の歯を２０本以上保とうという「８０２０運動」推進

の一環です。中央区では、「カミング３０（カミングサンマル）」運動として、よく噛んで味わっ

て食べることを推進しています。よく噛んで食べることは、肥満の予防や脳の活性化に効果があり

ます。また、食材本来の味を楽しんだり、歯を丈夫にすることにもつながります。

給食では８日に、噛みごたえのある「ごぼう」や、カルシウムを多く含む「ちりめんじゃこ」を

使った「かみかみサラダ」を提供します。この機会に噛むことを意識してみましょう。

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)

11月分平均 637 24.5 29 2.8 348 2.3 226 0.4 0.55 31 4.3
640 24 25～30 2.5 350 3 170 0.4 0.4 20 5

ビタミン

学校給食摂取基準

ハチマルニイマル

日本の郷土料理（千葉県）

今月は千葉県の郷土料理「さん

が焼き」です。アジやイワシを味

噌やねぎなどと一緒に叩いた料理

「なめろう」を焼いたものが「さ

んが焼き」です。山小屋で焼いた

ことから「さんが(山家)焼き」と

呼ばれているそうです。
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