
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 木 ハヤシライス　 ポテトのフレンチサラダ　りんご　牛乳 豚もも肉,牛乳
米,米粒麦,なたね油,じゃ
がいも,さとう

たまねぎ,にんじん,にん
にく,マッシュルーム,
きゅうり,コーン,りんご

701 23.4

10 金
【鏡開き】
ゆかりごはん　大豆入り松風焼き　七福煮なます　お汁粉　牛乳

豚ひき肉,大豆,たまご,
あずき,牛乳

米,なたね油,パン粉,さと
う,いりごま,つきこん
にゃく,白玉だんご

ゆかり,たまねぎ,にんじ
ん,長ねぎ,しょうが,パセ
リ,ごぼう,干しいたけ,れ
んこん,だいこん,さやい
んげん

714 27.5

14 火
パインパン　白菜スープ　鮭の花かご焼き　じゃがいもと野菜のサラダ
牛乳

鶏こま切肉,鮭角切,
チーズ,牛乳

パインパン,マヨネーズ,
じゃがいも,なたね油,さ
とう

はくさい,たまねぎ,にん
じん,ピーマン,赤ピーマ
ン,キャベツ,ほうれんそ
う

586 28.8

15 水
【かみかみメニュー】
チンジャオロース丼　ワンタンスープ　フルーツ寒天　牛乳

豚もも肉,豚ひき肉,粉
寒天,牛乳

米,でんぷん,なたね油,さ
とう,ごま油,ワンタンの
皮

にんじん,ピーマン,たま
ねぎ,たけのこ,にんにく,
しょうが,干しいたけ,長
ねぎ,にら,みかん,パイン,
黄桃

692 27.7

16 木
サーモンクリームスパゲティ　コーンと野菜のサラダ　キャロットケーキ
牛乳

鮭,生クリーム,たまご,
牛乳

スパゲティ,なたね油,バ
ター,小麦粉,さとう

たまねぎ,マッシュルー
ム,ブロッコリー,キャベ
ツ,きゅうり,にんじん,
コーン,にんじん

710 28.1

17 金
【地産地消・大根】
茶めし　おでん　野菜のゆずあえ　ぽんかん　牛乳

さつま揚げ,焼き竹輪,
つみれ,がんもどき,こ
んぶ,牛乳

米,米粒麦,さとう
だいこん,こんにゃく,は
くさい,きゅうり,にんじ
ん,ゆず,ぽんかん

614 24.7

20 月
【日本の郷土料理・山形県】
ごはん　芋煮汁　麩入り肉じゃが　ラフランスゼリー　牛乳

油揚げ,豚もも肉,ア
ガー,牛乳

米,さといも,じゃがいも,
焼きふ,つきこんにゃく,
さとう

だいこん,にんじん,長ね
ぎ,たまねぎ,さやいんげ
ん,ラフランス

657 24.5

21 火 鶏ごぼうピラフ　野菜とひき肉のスープ　ポテトのフリッター　牛乳
鶏肉,豚ひき肉,たまご,
牛乳

米,米粒麦,なたね油,バ
ター,じゃがいも,小麦粉

ごぼう,にんじん,しょう
が,さやえんどう,チンゲ
ンサイ,長ねぎ

623 20.3

22 水 五目たんめん　肉団子のもち米蒸し　みかん　牛乳
豚もも肉,うずら卵,豚
ひき肉,たまご,牛乳

中華めん,なたね油,でん
ぷん,もち米

はくさい,にら,もやし,に
んじん,たまねぎ,しょう
が,長ねぎ,干しいたけ,み
かん

665 30.2

23 木
【世界の料理・韓国】
キムチチャーハン　わかめスープ　野菜のナムル
キョンダン（韓国白玉）　牛乳

豚もも肉,たまご,鶏こ
ま肉,わかめ,絹ごし豆
腐,きな粉,牛乳

米,ごま油,いりごま,なた
ね油,白玉粉,黒いりごま,
さとう

にんじん,はくさい,ピー
マン,長ねぎ,だいこん,干
しいたけ,だいずもやし,
ほうれんそう

640 26.1

24 金
【昔の給食・昭和20～30年頃】
いちごジャムドッグ　コーンとキャベツのクリームスープ
くじらのたつた揚げ　青菜ともやしのサラダ　牛乳

ベーコン,くじら肉,牛
乳

コッペパン,いちごジャ
ム,なたね油,バター,小麦
粉,でんぷん,さとう

たまねぎ,にんじん,キャ
ベツ,コーン,しょうが,に
んにく,りんご,ほうれん
そう,もやし

643 27.9

27 月
【昔の給食・給食の始まり】
ごはん　すいとん　鮭の塩焼き　野菜のしょうがじょうゆがけ
デコポン　牛乳

豚もも肉,鮭切身,牛乳
米,なたね油,さといも,薄
力粉

だいこん,にんじん,ほう
れんそう,もやし,しょう
が,デコポン

592 27.0

28 火 揚げパン　豚肉とトマトのスープ　小松菜とツナのサラダ　牛乳
豚もも肉,生クリーム,
まぐろ油漬,牛乳

コッペパン,なたね油,さ
とう,小麦粉,じゃがいも,
中ざらめ

たまねぎ,にんじん,ぶな
しめじ,キャベツ,トマト,
こまつな,もやし,コーン,
レモン

604 23.9

29 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
鶏こま肉,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

698 21.3

30 木
【東京の食文化】
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,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,切干し
だいこん,ほうれんそう,
もやし,にんじん

642 27.4

31 金
【食べよう野菜350運動】
わかめごはん　みそ汁　魚のみぞれがけ　野菜60gのお浸し　牛乳

わかめ,豆腐,油揚げ,さ
ば切身,牛乳

米,米粒麦,でんぷん,なた
ね油,さとう

えのきたけ,しょうが,だ
いこん,はくさい,ほうれ
んそう,にんじん

690 25.3

全
国
学
校
給
食
週
間

令和２年１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)

１月分平均 655 25.9 26 2.4 317 2.2 243 0.45 0.57 33 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

日本の学校給食の歴史は、明治22（1889）年に山形県

にある小学校で、貧しい子どもたちへ昼食を無料で提供し

たのが始まりとされています。その後、各地で給食が実施

されるようになりますが、戦争などの影響で中断されてし

まいました。そして戦後、支援物資による給食再開を記念

して設けられたのが、１月24日～30日の「全国学校給食

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掛けていま

す。

学校給食の歴史

明治22年

昭和27年

今の給食

２４日 ～昔の給食～

≪コッペパン、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。

２７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。

２８日・29日 ～人気のメニュー～

≪揚げパン・カレーライス≫

今も昔も大人気のメニューです。

３０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。


