
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 月 ごはん　すまし汁　生揚げと豚肉の味噌炒め　メロン　牛乳 生揚げ,豚肉,米みそ,牛乳
米,ふ,なたね油,さとう,で
んぷん,ごま油

しめじ,こまつな,しょうが,にんじ
ん,キャベツ,もやし,しいたけ,長ね
ぎ,にんにく,とうがらし,メロン

636 27

4 火
【むし歯予防デー・切干大根】
ごはん　わかめスープ　いかチリソース　切干大根のサラダ　牛乳

わかめ,豆腐,いか,まぐろ
油漬,牛乳

米,いりごま,でんぷん,な
たね油,油,さとう,ごま油

えのきたけ,長ねぎ,しょうが,にん
にく,切干しだいこん,こまつな,に
んじん

636 24

5 水 ウィンナードック　トマトと卵のスープ　じゃがいもと野菜のサラダ　牛乳
ベーコン,鶏肉,たまご,牛
乳

コッペパン,バター,なた
ね油,でんぷん,じゃがい
も,さとう

たまねぎ,トマト,キャベツ,こまつ
な,にんじん

584 22

6 木 ごはん　ふりかけ　みそ汁　中華風卵焼き　野菜６０ｇのごま和え　牛乳
ちりめんじゃこ,かつお加
工品,あおのり,わかめ,米
みそ,豚肉,たまご,牛乳

米,いりごま,さとう,じゃ
がいも,春雨,なたね油,ご
ま油,いりごま

たまねぎ,長ねぎ,干しいたけ,しょ
うが,こまつな,もやし,にんじん

663 27

7 金 ごはん　みそ汁　いわしフライ　野菜の和風サラダ　さくらんぼ　牛乳 豆腐,米みそ,いわし,牛乳
米,小麦粉,パン粉,なたね
油,さとう

こまつな,たまねぎ,キャベツ,きゅ
うり,にんじん,さくらんぼ

701 28

10 月 ひじきの和風ピラフ　和風ポトフ　こぎつねサラダ　牛乳
鶏肉,ひじき,鶏肉,ｳｨﾝﾅｰ,
油揚げ,牛乳

米,なたね油,じゃがいも,
さとう,ごま油,いりごま

たまねぎ,にんじん,こまつな,にん
じん,だいこん,キャベツ,もやし

590 20

11 火 ごはん　にらたまスープ　マーボーなす　あじさいゼリー　牛乳
たまご,豚ひき肉,大豆,米
みそ,豆腐,粉寒天,アガー,
乳酸菌飲料,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,なす,たけの
こ,干しいたけ,にんにく,しょうが,
ぶどうジュース

673 24

12 水 インディアンパスタ　海藻と野菜のサラダ　キャロットケーキ　牛乳
豚肉,海藻,生クリーム,た
まご,牛乳

スパゲティ,なたね油,さ
とう,小麦粉,バター

たまねぎ,トマト,キャベツ,にんじ
ん,きゅうり

648 24

13 木 ごはん　けんちん汁　魚のあずま煮　お浸し　牛乳
鶏肉,豆腐,鮭,焼きのり,牛
乳

米,なたね油,じゃがいも,
つきこんにゃく,ごま油,
でんぷん,さとう,いりご
ま

にんじん,ごぼう,長ねぎ,えのきた
け,キャベツ,こまつな

650 29

14 金
ミルクパン　野菜ｽｰﾌﾟ　豆腐のミートグラタン　青菜ともやしのｵﾆｵﾝｻﾗﾀﾞ
牛乳

豚肉,豆腐,豚ひき肉,シュ
レッドチーズ,牛乳

ミルクパン,なたね油,
じゃがいも,でんぷん,さ
とう

チンゲンサイ,たまねぎ,にんにく,
にんじん,トマト,キャベツ,こまつ
な,もやし,りんご

602 29

17 月 三色丼　みそ汁　冷凍みかん　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
たまねぎ,にんじん,干しいたけ,ほ
うれんそう,キャベツ,こまつな,冷
凍みかん

676 25

18 火 ビスキュイパン　ミネストラスープ　小松菜とツナのサラダ　牛乳
たまご,豚肉,ベーコン,ま
ぐろ油漬,牛乳

バンズパン,バター,さと
う,小麦粉,マカロニ,なた
ね油,じゃがいも

たまねぎ,にんじん,セロリー,にん
にく,トマト,こまつな,もやし,コー
ン缶,レモン

624 25

19 水
【日本の郷土料理・宮崎県】
ごはん　みそ汁　チキン南蛮　野菜の和風サラダ　牛乳

油揚げ,米みそ,鶏肉,牛乳
米,でんぷん,なたね油,さ
とう,タルタルソース

はくさい,こまつな,しょうが,キャ
ベツ,きゅうり,にんじん

700 24

20 木 五目あんかけそば　中華スープ　青のりビーンズポテト　牛乳
豚肉,むきえび,ベーコン,
豆腐,大豆,あおのり,牛乳

中華めん,なたね油,さと
う,でんぷん,ごま油,じゃ
がいも

キャベツ,たまねぎ,にんじん,チン
ゲンサイ,ヤングコーン缶,干しい
たけ,こまつな

631 29

21 金 鶏ごぼうピラフ　ｷｬﾍﾞﾂとｺｰﾝのｸﾘｰﾑｽｰﾌﾟ　フルーツポンチ　牛乳 鶏肉,ベーコン,牛乳
米,米粒麦,なたね油,バ
ター,小麦粉,さとう,サイ
ダー

ごぼう,にんじん,しょうが,さやい
んげん,たまねぎ,キャベツ,こまつ
な,コーン,パイン,りんご,黄桃

642 19

24 月 ガーリックトースト　野菜ｽｰﾌﾟ　チリコンカン　粉ふきいも　牛乳
ベーコン,大豆,豚ひき肉,
牛乳

食パン,バター,なたね油,
小麦粉,じゃがいも

にんにく,パセリ,たまねぎ,にんじ
ん,こまつな

611 27

25 火 ごはん　田舎汁　アジのごましょうゆ焼き　五色和え　小玉すいか　牛乳 生揚げ,米みそ,あじ,牛乳
米,こんにゃく,じゃがい
も,なたね油,ごま油,さと
う,いりごま

だいこん,にんじん,ごぼう,長ねぎ,
にんにく,しょうが,こまつな,もや
し,キャベツ,コーン,小玉すいか

616 28

26 水
【地産地消・こまつな】
ごはん　大豆とじゃがいもの甘辛揚げ　みそ汁　こまつなチャンプル　牛乳

大豆,かたくちいわし,米
みそ,豆腐,たまご,豚肉,か
つお節,牛乳

米,でんぷん,じゃがいも,
なたね油,さとう,いりご
ま,ふ,ごま油

ほうれんそう,もやし,こまつな,た
まねぎ,にんじん

674 32

27 木
【世界の料理・インド】
ナン　大豆入りキーマカレー　タンドリーチキン　野菜のレモンサラダ
牛乳

豚ひき肉,大豆,鶏もも肉,
ヨーグルト,牛乳

ナン,なたね油,さとう
たまねぎ,にんじん,しょうが,にん
にく,トマト,キャベツ,もやし,きゅ
うり,レモン

653 31

28 金
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
メロン　牛乳

わかめ,油揚げ,米みそ,き
びなご,牛乳

米,米粒麦,じゃがいも,小
麦粉,いりごま,なたね油

たまねぎ,しょうが,こまつな,もや
し,にんじん,メロン

604 24

令和元年６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。

～共食～
誰かと共に食事をすることを

「共食（きょうしょく）」といい

ます。なかでも家族と共に食事を

とりながら楽しくコミュニケー

ションを図る「共食」は食育の原

点であり、特に子どもへの食育を

する大切な時間と場になります。

家族そろって楽しく食卓を囲んで

みませんか？

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)

６月分平均 639 25.8 29.0 2.5 358 2.7 252 0.4 0.56 30 4
650 26 25～30 2 350 3 200 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」

チキン南蛮は、宮崎県の郷土料理で

す。とり肉に衣を付けて油で揚げ、甘

酢のタレにからめ、タルタルソースを

かけて食べる料理です。「南蛮」と名

付けられたのは、魚の南蛮漬けが原型

であるといわれています。

6月4日は虫歯予防デーです。中央

区では「切り干し大根」を使用した献

立を区内の保育園、小学校、中学校共

通で提供しています。この機会に噛む

ことを意識しましょう。

世界の料理「インド」
今月はインドの料理、ナン・キーマカ

レー・タンドリーチキンを提供します。

ナンは、小麦粉の生地を発酵させて、長

く伸ばして焼いたパンです。タンドリー

チキンは、とり肉を香辛料とヨーグルト

に漬け込んで焼いた料理です。本場では、

タンドールという釜で焼きます。
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