
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

2 月 ビビンバ　わかめスープ　白玉フルーツポンチ　牛乳
豚ひき肉,わかめ,豆腐,
牛乳

米,なたね油,さとう,ごま
油,いりごま,でんぷん,白
玉だんご,サイダー

にんにく,ほうれんそう,
もやし,にんじん,えのき
たけ,長ねぎ,パイン缶,み
かん缶,黄桃缶

687 23.3

3 火
【かみかみメニュー】
ごはん　けんちん汁　はたはたの南蛮漬け　野菜のみそﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞあえ
牛乳

鶏こま切肉,油揚げ,は
たはた,牛乳

米,さといも,つきこん
にゃく,ごま油,でんぷん,
なたね油,さとう

だいこん,にんじん,ごぼ
う,長ねぎ,たまねぎ,とう
がらし,こまつな,キャベ
ツ,きゅうり

610 22.2

4 水 みそラーメン　てりやきまん　みかん　牛乳
豚もも肉,鶏こま切肉,
牛乳

蒸し中華めん,いりごま,
ごま油,なたね油,さとう,
でんぷん,小麦粉

しょうが,にんにく,長ね
ぎ,キャベツ,にんじん,た
まねぎ,もやし,にら,ス
イートコーン,みかん

693 28.4

5 木 ごはん　にらたまスープ　豚肉と高野豆腐の甘酢あん　りんご　牛乳
たまご,凍り豆腐,豚も
も肉,牛乳

米,でんぷん,ごま油,じゃ
がいも,なたね油,さとう

にんじん,長ねぎ,にら,
しょうが,たまねぎ,干し
いたけ,ピーマン,りんご

691 26.0

6 金 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,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

615 27.3

9 月
ゆかりごはん　チンゲンサイのスープ　大豆入り春巻き
ハムと野菜の中華サラダ　牛乳

ベーコン,豆腐,豚ひき
肉,大豆,ボンレスハム,
牛乳

米,ごま油,春巻きの皮,な
たね油,春雨,でんぷん,小
麦粉,さとう

ゆかり,もやし,にんじん,
チンゲンサイ,しょうが,
長ねぎ,干しいたけ,たけ
のこ,きゅうり

648 21.5

10 火
【世界の料理・フランス】
クロワッサン　かぼちゃのポタージュ　鮭のムニエル　ラタトゥユ　牛乳

ベーコン,生クリーム,
鮭切身,牛乳

クロワッサン,なたね油,
有塩バター,小麦粉

たまねぎ,かぼちゃ,パセ
リ,にんにく,ズッキーニ,
なす,トマト,ピーマン

696 28.7

11 水
【食べよう野菜350運動】
高野ごはん　みそ汁　ひき肉入り卵焼き　野菜60gのごまあえ
牛乳

凍り豆腐,油揚げ,豚ひ
き肉,たまご,牛乳

米,米粒麦,さとう,ふ,な
たね油,いりごま

こまつな,はくさい,たま
ねぎ,にんじん,干しいた
け,ほうれんそう,もやし

688 31

12 木
スパゲティオレガノソース　おろしドレッシングサラダ
ベイクドチーズケーキ　牛乳

豚ももこま切肉,ク
リームチーズ,たまご,
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,キャベツ,
にんじん,ブロッコリー,
だいこん

674 27.5

13 金
【地産地消・大根】
大根カレーライス　わかめと白菜のサラダ　りんご　牛乳

ベーコン,豚肩肉,わか
め,牛乳

米,米粒麦,なたね油,じゃ
がいも,はちみつ,さとう

にんにく,たまねぎ,にん
じん,だいこん,はくさい,
にんじん,きゅうり,りん
ご

688 20.3

16 月 きな粉揚げパン　白菜と肉団子のスープ　ポテトのフレンチサラダ　牛乳
きな粉,豚ひき肉,たま
ご,凍り豆腐,牛乳

コッペパン,なたね油,さ
とう,でんぷん,じゃがい
も

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,きゅ
うり

589 23.6

17 火 チキンライス　野菜のクリームスープ　ココアケーキ　牛乳
鶏肉,豚もも肉,たまご,
牛乳

米,米粒麦,なたね油,有塩
バター,小麦粉,さとう,,
粉糖

たまねぎ,マッシュルー
ム,グリンピース,キャベ
ツ,ブロッコリー,にんじ
ん

711 23.6

18 水 ごはん　豚汁　さんまの筒煮　お浸し　りんご　牛乳
豚もも肉,豆腐,さんま,
牛乳

米,なたね油,じゃがいも,
つきこんにゃく,さとう

だいこん,ごぼう,にんじ
ん,長ねぎ,しょうが,はく
さい,ほうれんそう,りん
ご

695 25.2

19 木
【日本の郷土料理・香川県】
しっぽくうどん　ちくわのいそべ揚げ　さつまいもの天ぷら　みかん
牛乳

鶏こま切肉,豆腐,油揚
げ,焼き竹輪,あおのり,
牛乳

うどん,なたね油,さとい
も,小麦粉,でんぷん,さつ
まいも

だいこん,にんじん,万能
ねぎ,みかん

654 25.1

20 金
【冬至(12月22日】
ごはん　大豆とかぼちゃの揚げ煮　すまし汁　めかじきの香味焼き
野菜のゆずあえ　牛乳

大豆,かえり煮干し,豆
腐,めかじき切身,牛乳

米,でんぷん,なたね油,さ
とう,いりごま,ごま油

かぼちゃ,ほうれんそう,
ぶなしめじ,しょうが,万
能ねぎ,はくさい,きゅう
り,にんじん,ゆず

637 28.8

23 月 わかめごはん　すまし汁　鶏肉と野菜のごまみそ煮　りんご　牛乳
わかめ,かまぼこ,鶏肉,
生揚げ,牛乳

米,米粒麦,なたね油,さと
う,さといも,いりごま

えのきたけ,ほうれんそ
う,しょうが,ごぼう,干し
いたけ,こんにゃく,にん
じん,りんご

611 23.8

24 火
【クリスマスメニュー】
チョコチップパン　ミネストラスープ　クリスピーチキン
カラフル野菜サラダ　ジョア（いちご）

ベーコン,パルメザン
チーズ,鶏もも切身,
ジョア

チョコチップパン,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
リー,にんにく,トマト,さ
やいんげん,キャベツ,ブ
ロッコリー,パプリカ

610 22.9

令和元年１２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)

１２月分平均 659 25.3 28 2.5 338 2.3 250 0.38 0.55 30 4.4
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

「さぬきうどん」は古くから讃岐

の地の人々に親しまれ、特に農村で

は集落の集りや、「ハレ」の日の行

事には欠かせない食べものでした。

「しっぽくうどん」は、讃岐の冬の

代表的な料理です。数種類の季節の

野菜を煮干しだしで煮て、うどんに

かけていただきます。年末には年越

しそばの代わりに食べる家庭もあり

ます。

日本の郷土料理 ・ 香川県

１２月２２日は冬至です。冬至は、

１年で最も昼が短く、夜が長い日で

す。この日を境に少しずつ昼が長く

なっていくことから、昔は太陽が生

まれ変わり、運が向くと考えられて

きました。そこで、旬のかぼちゃを

食べて力を付け、香りの強いゆず湯

で身を清め、邪気（病気を起こす悪

い気）をはらう習慣ができました。

冬休みは、クリスマスやお正月

など行事があり、食べ過ぎや栄養

の偏りが心配です。野菜を意識し

て食事に取り入れ、腹八分目を心

掛けましょう。また、寒いからと

部屋で過ごすことが多くなり、運

動不足になりやすい時期です。早

寝・早起きと適度な運動で体調を

整え、楽しい冬休みにしましょう。


