
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

9 水
ごはん　ごま塩　すまし汁　ぶりのてりやき
七福煮なます　みかん　牛乳

ぶり切身,油揚げ,牛乳
米,いりごま,ふ,さとう,
なたね油

えのきたけ,ほうれんそう,ご
ぼう,つきこんにゃく,にんじ
ん,れんこん,だいこん,さやえ
んどう,みかん

639 25.2

10 木
スーリュー麺　野菜の中華サラダ　てりやきまん
牛乳

豚小間,たまご,鶏肉,牛乳
ラーメン,でんぷん,
ごま油,なたね油,さとう,
小麦粉

にんじん,たけのこ,こまつな,
長ねぎ,キャベツ,もやし,
にんじん

596 28.0

11 金
【鏡開き】
三色丼　みそ汁　あん白玉　牛乳

豚ひき肉,たまご,油揚げ,
わかめ,米みそ,あずき,
牛乳

米,さとう,なたね油,
白玉だんご

たまねぎ,にんじん,干しいた
け,ほうれんそう,だいこん 706 25.0

15 火
ごはん　キムムッチ（韓国風のりふりかけ）
八珍豆腐　わかめスープ　牛乳

もみのり,豚ももこま切肉,
豆腐,ベーコン,わかめ,
牛乳

米,ごま油,いりごま,
さとう,なたね油,でんぷん

にんにく,たまねぎ,たけのこ,
にんじん,チンゲンサイ,
干しいたけ,ヤングコーン,
しょうが,もやし,にんじん

622 26.7

16 水
エンドレスパン　野菜スープ　チリコンカン
コーンポテト　牛乳

ベーコン,大豆,豚ひき肉,
牛乳

エンドレスパン,なたね油,
小麦粉,じゃがいも,バター

たまねぎ,にんじん,キャベツ,
ぶなしめじ,にんにく,
スイートコーン

621 27.1

17 木
【地産地消・キャベツ】
ごはん　すまし汁　さばの味噌煮
キャベツのおかか炒め　ぽんかん　牛乳

さば切身,米みそ,
かつお削り節,牛乳

米,ふ,さとう
ぶなしめじ,ほうれんそう,
しょうが,キャベツ,こまつな,
ぽんかん

635 23.4

18 金
【郷土料理・宮崎県】
麦ごはん　みそ汁　チキン南蛮　お浸し　牛乳

油揚げ,米みそ,鶏もも,
牛乳

米,米粒麦,でんぷん,
なたね油,さとう,
タルタルソース

キャベツ,えのきたけ,しょう
が,はくさい,ほうれんそう,
にんじん

660 21.2

21 月
ミルクパン　ABCパスタスープ　ビーンズコロッケ
ゆで野菜　牛乳

ベーコン,手亡,豚ひき肉,
牛乳

ミルクパン,マカロニ,
なたね油,じゃがいも,
小麦粉,パン粉

ぶなしめじ,たまねぎ,にんじ
ん,こまつな,キャベツ,にんじ
ん

632 21.2

22 火
鮭チャーハン　春雨と野菜のｽｰﾌﾟ　豆腐ナゲット
牛乳

鮭,たまご,ベーコン,豆腐,
豚ひき肉,ひじき,牛乳

米,米粒麦,なたね油,
ごま油,いりごま,春雨,
でんぷん

たまねぎ,長ねぎ,にんじん,
チンゲンサイ 648 25.1

23 水
インディアンパスタ　コーンと野菜のサラダ
マーブルカップケーキ　牛乳

豚ももこま切肉,たまご,
牛乳

ロングスパゲティ,
なたね油,中ざらめ,
さとう,小麦粉,有塩バター

たまねぎ,トマト水煮,キャベ
ツ,にんじん,スイートコーン 644 24.3

24 木
ごはん　すいとん　鮭の塩焼き
キャベツと油揚げの和風サラダ　牛乳

豚ももこま切肉,鮭切身,
油揚げ,牛乳

米,なたね油,さといも,
薄力粉,さとう,いりごま

だいこん,にんじん,キャベツ,
しょうが 612 27.1

25 金
ごはん　のりの佃煮　ねぎま汁
切り干し大根入り卵焼き　野菜のごまだれ　牛乳

ほしのり,めかじき角切,
豚ひき肉,たまご,牛乳

米,さとう,なたね油,
でんぷん,いりごま

しょうが,長ねぎ,切干だいこ
ん,ほうれんそう,もやし,にん
じん

625 26.6

28 月
ごはん　みそ汁　麩入り肉じゃが　ぶどうゼリー
牛乳

豆腐,米みそ,豚もも肉,
アガー,牛乳

米,じゃがいも,
焼きふ(東根),さとう

はくさい,えのきたけ,たまね
ぎ,つきこんにゃく,にんじん,
グリンピース,ぶどうジュース

653 25.0

29 火
ジャムコッペパン　野菜のクリームスープ
くじらのたつた揚げ　わかめと白菜のサラダ　牛乳

豚ももこま切肉,くじら肉,
わかめ,牛乳

コッペパン,いちごジャム,
なたね油,じゃがいも,
バター,小麦粉,でんぷん,
さとう

チンゲンサイ,たまねぎ,にん
じん,しょうが,にんにく,りん
ご,はくさい

622 28.4

30 水
チキンカレーライス　じゃこと野菜のサラダ
りんご　牛乳

鶏肉,ちりめんじゃこ,牛乳
米,米粒麦,じゃがいも,
なたね油,さとう

たまねぎ,にんじん,しょうが,
にんにく,こまつな,キャベツ,
りんご

682 19.6

31 木
ごはん　みそ汁　豆腐ハンバーグおろしソース
さつまいものカリカリサラダ　牛乳

わかめ,油揚げ,米みそ,
豚肉,豆腐,たまご,牛乳

米,なたね油,パン粉,
さとう,さつまいも,ごま

はくさい,たまねぎ,だいこん,
こまつな,キャベツ,にんじん 660 25.5

平成３１年 １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)

1月分平均 641 25 28 2.6 327 2.4 226 0.4 0.56 27 4.1
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

２４日 ～日本で最初の給食～

≪ごはん、鮭の塩焼き≫

給食が始まった当初は、おにぎり、鮭の塩焼き、漬物などのメニューでした。

２５日 ～中央区の食文化～

≪のりの佃煮・ねぎま汁≫

中央区佃島でうまれた佃煮と、江戸時代に江戸の町で好まれたねぎま汁です。

２８日 ～友好都市山形県東根市の特産品～

≪麩入り肉じゃが≫

中央区の友好都市・山形県東根市の特産品である「麩」を使った肉じゃがです。

２９日 ～昔の給食～

≪コッペパン、野菜のクリームスープ、くじらのたつた揚げ≫

昔の学校給食に出ていたメニューです。くじらは当時、貴重なたんぱく源として

出ていました。

３０日 ～人気のメニュー～

≪カレーライス≫

カレーライスは今も昔も大人気のメニューです。

毎月１９日は「食育の日」

今月の食育の日は、宮崎県の郷

土料理「チキン南蛮」です。今で

は全国で人気があるチキン南蛮で

すが、その歴史は意外と浅く昭和

４０年以降に広まりました。宮崎

県延岡市が発祥といわれています。

鶏肉に衣を付けて油で揚げ、甘酢

ダレに絡め､タルタルソースをかけ

て食べる料理です。１８日に提供

します。

１月１１日は「鏡開き」

１月１１日は鏡開き

です。給食では「あ

ん白玉」を提供しま

す。また、正月料理

として９日に「ぶり

の照焼き」「七福煮

なます」を提供しま

す。

学校給食は、子どもたちの栄養改善を行うために明治22年に山形県で始まり、そ

の後全国へ広がったといわれています。戦争による食料不足で一時中止されました

が、外国からの救援物資で給食が再開されました。これを記念して設けられたのが

学校給食週間です。学校給食週間は、食べ物に感謝したり、食べ物について考える

日となるような献立作りを心がけています。

学校給食の歴史

明治22年

昭和27年

今の給食


