
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

7 火 親子丼　みそ汁　よもぎだんご　牛乳
鶏肉,たまご,油揚げ,米
みそ,あずき,牛乳

米,米粒麦,なたね油,つ
きこんにゃく,さとう,
でんぷん,よもぎだん
ご

たまねぎ,にんじん,長ねぎ,
はくさい,こまつな 710 26.4

8 水 パーカーハウス　にんじんのクリームスープ　白身魚フライ　ゆで野菜　牛乳
メルルーサ,ベーコン,
生クリーム,牛乳

パーカーハウス,小麦
粉,パン粉,なたね油,バ
ター

キャベツ,にんじん,たまね
ぎ,パセリ,しょうが 619 26.3

9 木
【地産地消・あしたば】
ジャージャー麺　中華スープ　あしたばサーターアンダギー　牛乳

豚ひき肉,大豆,米みそ,
鶏こま肉,豆腐,牛乳

中華めん,なたね油,さ
とう,でんぷん,ごま油,
小麦粉,黒砂糖

にんにく,しょうが,たけの
こ,にんじん,長ねぎ,干しい
たけ,にんじん,たまねぎ,こ
まつな,あしたば粉

684 28.6

10 金 ごはん　なめこ汁　豆腐ハンバーグ　野菜のソテー　牛乳
豆腐,米みそ,豚ひき肉,
豆腐,たまご,ベーコン,
牛乳

米,なたね油,パン粉,さ
とう

なめこ,長ねぎ,たまねぎ,だ
いこん,キャベツ,ほうれん
そう

644 27.2

13 月 ごはん　春雨スープ　豚肉と高野豆腐の甘酢あん　ジューシーオレンジ　牛乳
ベーコン,凍り豆腐,豚
もも肉,牛乳

米,春雨,ごま油,でんぷ
ん,じゃがいも,なたね
油,さとう

長ねぎ,にら,にんじん,しょ
うが,たまねぎ,干しいたけ,
ピーマン,ジューシーオレ
ンジ

664 23.8

14 火 ハヤシライス　おろしドレッシングサラダ　りんごゼリー　牛乳 豚もも肉,アガー,牛乳
米,米粒麦,なたね油,さ
とう

たまねぎ,にんじん,にんに
く,マッシュルーム,キャベ
ツ,こまつな,もやし,だいこ
ん,りんごジュース

685 22.8

15 水 ごはん　すまし汁　さばの味噌煮　野菜のごま酢がけ　ゆでそらまめ　牛乳 豆腐,さば,米みそ,牛乳 米,さとう,いりごま
ほうれんそう,ぶなしめじ,
しょうが,はくさい,こまつ
な,にんじん,そらまめ

665 25.9

16 木 ココア揚げパン　ポトフ　コーンと野菜のサラダ　牛乳 豚もも肉,ｳｨﾝﾅｰ,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,キャベ
ツ,セロリー,さやいんげん,
きゅうり,スイートコーン

602 22.3

17 金
【日本の郷土料理・岐阜県】
麦ごはん　すまし汁　鶏ちゃん　豆乳抹茶プリン　牛乳

鶏肉,米みそ,アガー,豆
乳,生クリーム,あずき,
牛乳

米,米粒麦,ふ,なたね油,
さとう

こまつな,長ねぎ,しょうが,
にんにく,キャベツ,たまね
ぎ,にんじん,にら

652 26.2

20 月 ごはん　コーンスープ　揚げぎょうざ　野菜の中華ドレッシングサラダ　牛乳
鶏肉,たまご,豚ひき肉,
牛乳

米,なたね油,でんぷん,
ごま油,ぎょうざの皮,
小麦粉,さとう

にんじん,たまねぎ,スイー
トコーン,こまつな,にんに
く,しょうが,はくさい,長ね
ぎ,にら,キャベツ,もやし,に
んじん

704 23.6

21 火 黒砂糖コッペパン　野菜ｽｰﾌﾟ　マカロニグラタン　ポテトのフレンチサラダ　牛乳
ベーコン,鶏肉,生ク
リーム,パルメザン
チーズ,牛乳

黒ざとうコッペパン,
マカロニ,なたね油,小
麦粉,バター,パン粉,
じゃがいも,さとう

たまねぎ,にんじん,こまつ
な,マッシュルーム,きゅう
り

653 25.6

22 水 和風スパゲティ　マセドアンサラダ　オレンジカップケーキ　牛乳
いか,鶏肉,ベーコン,焼
きのり,たまご,牛乳

スパゲティ,なたね油,
小麦粉,バター,さとう

にんにく,しょうが,とうがらし,
たまねぎ,にんじん,キャベツ,ぶ
なしめじ,コーン,にんじん,きゅ
うり,レモン,オレンジジュース,
マーマレード

685 27.1

23 木 グリンピースごはん　みそ汁　鶏肉のてりやき　ごぼうチップサラダ　牛乳
油揚げ,米みそ,鶏もも
肉,牛乳

米,もち米,さとう,なた
ね油,いりごま

グリンピース,だいこん,え
のきたけ,キャベツ,きゅう
り,にんじん,ごぼう,たまね
ぎ

596 23.1

24 金
【世界の料理・スペイン】
パエリア　にんにく入りスープ　トルティージャ　ジューシーオレンジ　牛乳

いか,鶏肉,ベーコン,た
まご,生クリーム,牛乳

米,なたね油,じゃがい
も,バター

にんにく,にんじん,たまね
ぎ,マッシュルーム,ピーマ
ン,にんじん,こまつな,しょ
うが,パセリ,ジューシーオ
レンジ

648 25.9

27 月 ごはん　すまし汁　魚のサクサク揚げ　お浸し　牛乳 豆腐,さば,牛乳
米,でんぷん,なたね油,
さとう,いりごま,パン
粉

ほうれんそう,ぶなしめじ,
しょうが,はくさい,こまつ
な,にんじん

699 23.8

28 火 クロックムッシュ　ふわふわ卵スープ　じゃこのカリカリサラダ　牛乳

ロースハム,チーズ,ち
りめんじゃこ,かつお
削り節,豚肉,ベーコン,
たまご,粉チーズ,牛乳

コッペパン,バター,サ
ラダ油,さとう,ごま油,
じゃがいも,パン粉

だいこん,きゅうり,キャベ
ツ,セロリー,にんじん,たま
ねぎ,こまつな

583 26.6

29 水 鮭チャーハン　ワンタンスープ　フルーツ寒天　牛乳
鮭,たまご,豚ひき肉,寒
天,牛乳

米,なたね油,ごま油,い
りごま,ワンタンの皮,
さとう

たまねぎ,長ねぎ,干しいた
け,にら,しょうが,みかん,パ
イン,黄桃

622 23.0

30 木 ドライカレー　ひじきとキャベツのサラダ　メロン　牛乳 豚ひき肉,ひじき,牛乳
米,米粒麦,なたね油,バ
ター,さとう,でんぷん

にんにく,しょうが,たまね
ぎ,にんじん,ピーマン,トマ
ト,キャベツ,コーン,メロン

654 21.6

31 金
【かみかみメニュー】
わかめごはん　けんちん汁　はたはたの南蛮漬け　野菜のしょうがじょうゆがけ
牛乳

わかめ,鶏肉,豆腐,はた
はた,牛乳

米,米粒麦,なたね油,
じゃがいも,つきこん
にゃく,ごま油,でんぷ
ん,小麦粉,さとう

だいこん,にんじん,ごぼう,
長ねぎ,長ねぎ,もやし,こま
つな,しょうが

642 24.4

　　令和元年５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。

今月は岐阜県の郷土料理

「鶏ちゃん（けいちゃ

ん）」です。鶏肉を味噌

やしょうゆベースのたれ

に漬け込み、野菜と一緒

に炒めて作ります。今月

は17日に提供します。

毎月１９日は「食育の日」 今月はスペイン料理

の「パエリア・にんに

く入りスープ・トル

ティージャ｣です。パ

エリアは、魚介や肉・

野菜と米を炊き込んだ

料理です。トルティー

ジャは平らに焼いたオ

ムレツです。

世界の料理

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)

５月分平均 653 25 28 2.4 332 2.2 250 0.38 0.56 31 4
650 26.8 25～30 2.0 350 3 200 0.4 0.4 20 5.0

ビタミン

学校給食摂取基準

５月はゴールデンウィークなどもあり生活リズム

も乱れやすいので、気を付けましょう。食事と睡

眠をしっかりとり、元気に体を動かして、心と体

の調子を整えることも大切です。

新年度が始まり子どもたちも新たな環

境に少しずつ慣れてきていますが、疲れ

がたまってくる時期でもあります。

地産地消

毎月１回東京都産の食材を使用した

地産地消メニューを提供します。地産

地消とは地域で作られたものをその地

域で食べようという取り組みです。地

域の食材を使用することで、新鮮なう

ちに食べられ、輸送コストも削減でき

るので、環境にもやさしい取り組みで

す。


