
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 金
【ひなまつり】
ちらしずし　すまし汁　豚肉と野菜のうま煮　ももゼリー　牛乳

油揚げ,むきえび,た
まご,焼きのり,豆腐,
豚もも肉,米みそ,ア
ガー,牛乳

米,さとう,なたね油,
じゃがいも

しいたけ,にんじん,れんこ
ん,かんぴょう,さやえんど
う,ほうれんそう,しめじ,
ごぼう,にんじん,たけの
こ,こんにゃく,白桃,黄桃

686 25.7

4 月 マーボー麺　にらたまスープ　白玉フルーツポンチ　牛乳
豆腐,豚ひき肉,大豆,
米みそ,たまご,牛乳

中華めん,なたね油,
さとう,でんぷん,ご
ま油,白玉だんご,サ
イダー

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,パイン,みか
ん,黄桃

698 29.0

5 火 ごはん　大豆とさつまいもの揚げ煮　みそ汁　魚の香味焼き　お浸し　牛乳
大豆,かえり煮干し,
米みそ,めかじき,牛
乳

米,でんぷん,さつま
いも,なたね油,さと
う,いりごま,ふ,ごま
油

こまつな,もやし,しょう
が,万能ねぎ,はくさい,ほ
うれんそう,にんじん

629 28.4

6 水 メキシカンライス　野菜のクリームスープ　じゃがいもと野菜のサラダ　牛乳
ｳｨﾝﾅｰ,豚もも肉,生ク
リーム,牛乳

米,米粒麦,なたね油,
バター,小麦粉,じゃ
がいも,さとう

たまねぎ,ピーマン,赤ピー
マン,スイートコーン缶,こ
まつな,にんじん,キャベ
ツ,ほうれんそう

686 21.0

7 木
セサミロール　野菜スープ　鮭の花かご焼き　野菜のレモンサラダ　デコポン
牛乳

ベーコン,鮭,チーズ,
牛乳

セサミロール,じゃが
いも,マヨネーズ,さ
とう

たまねぎ,ほうれんそう,に
んじん,ピーマン,赤ピーマ
ン,キャベツ,きゅうり,レ
モン,デコポン

611 29.5

8 金 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
わかめ,米みそ,豚も
も肉,油揚げ,牛乳

米,じゃがいも,なた
ね油,さとう,ごま油,
いりごま

たまねぎ,にんにく,しょう
が,キャベツ,にんじん

617 25.6

11 月
スパゲティオレガノソース　ブロッコリーのオニオンサラダ
お菓子な目玉焼き（デザート）　牛乳

豚もも肉,アガー,牛
乳

ロングスパゲティ,な
たね油,さとう

たまねぎ,にんにく,とうが
らし,トマト,ブロッコ
リー,キャベツ,にんじん,
コーン,りんご,黄桃

697 27.5

12 火
【かみかみメニュー】
わかめごはん　みそ汁　小魚のごま衣揚げ　野菜のしょうがじょうゆがけ
牛乳

わかめ,油揚げ,米み
そ,はたはた,たまご,
牛乳

米,米粒麦,じゃがい
も,いりごま,小麦粉,
なたね油

たまねぎ,はくさい,ほうれ
んそう,にんじん,しょうが

599 23.5

13 水 きなこあげパン　白菜と肉団子のスープ　フルーツヨーグルト　牛乳
きな粉,豚ひき肉,た
まご,凍り豆腐,ヨー
グルト,牛乳

コッペパン,なたね
油,さとう,でんぷん

はくさい,たまねぎ,にんじ
ん,こまつな,ぶなしめじ,
長ねぎ,しょうが,パイン,
黄桃,みかん

597 23.8

14 木
【地産地消　糸寒天・こまつな】
ごはん　沢煮椀　魚の辛みそだれ　糸寒天のごま酢がけ　牛乳

豚もも肉,さわら,米
みそ,糸寒天,牛乳

米,さとう,いりごま
だいこん,にんじん,干しい
たけ,さやえんどう,こまつ
な,スイートコーン

570 25.9

15 金 チキンカレーライス　コンビネーションサラダ　清見オレンジ　牛乳
鶏肉,まぐろ油漬け,
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,ほうれんそ
う,キャベツ,コーン,オレ
ンジ

686 20.9

18 月 パインパン　野菜スープ　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,鶏肉,生ク
リーム,チーズ,牛乳

パインパン,じゃがい
も,マカロニ,なたね
油,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,ほう
れんそう

700 26.6

19 火
【郷土料理　静岡県】
さくらえびとしらすのかきあげ丼　みそ汁　野菜とのりの和え物　デコポン
牛乳

さくらえび,しらす干
し,いか,たまご,豆
腐,米みそ,焼きのり,
牛乳

米,米粒麦,薄力粉,な
たね油,さとう,ふ

たまねぎ,ごぼう,さやいん
げん,こまつな,えのきた
け,にんじん,キャベツ,ほ
うれんそう,デコポン

675 25.2

20 水
【卒業お祝いメニュー】
赤飯　すまし汁　鶏のから揚げ　お浸し　いちごシャーベット　ジョア

あずき水煮,なると,
鶏もも肉,シャーベッ
ト,ジョア

米,もち米,日本ぐり,
いりごま,でんぷん,
なたね油,さとう

ぶなしめじ,ほうれんそう,
しょうが,はくさい,にんじ
ん

644 23.4

平成３１年 ３月　献立表

日 曜 献 立 名

中央区立月島第一小学校

※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)

３月分平均 650 25.4 27 2.7 351 2.4 241 0.41 0.56 37 4.7
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

毎月１９日は食育の日

今月は、静岡県の郷土料理です。日本国内の桜えびの１００％が静岡県駿

河湾でとれます。カタクチイワシなどの幼魚のシラスも駿河湾で多くとれま

す。かき揚げとは、野菜などの食材を混ぜ合わせて揚げた料理です。桜えび

としらすの甘みや香ばしさを味わってください。

３月３日「ひなまつり」は、「桃の節句」とも呼ばれ、ひな人形

や桃の花を飾り、女の子の健やかな成長と幸せを願います。給食で

は３月１日にちらしずし、ももゼリーを提供します。

毎日をいきいきと過ごすために

は、健康な体をつくることが基本

です。給食の時間や授業で学んだ

ことをいかし、中学生になっても、

よりよい食生活を送ってほしいと

思います。給食では２０日にお祝

いの気持ちをこめて、赤飯や人気

メニューのから揚げなどを提供し

ます。残り少ない小学校生活です

が楽しく過ごしてください！

３月は１年間のまとめの月で

す。自分自身の食生活や、給食

を通して学んだこと、できるよ

うになったことなどを振り返り、

新しい学年で挑戦したいことを

考えてみましょう。

１年間をふりかえりましょう
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