
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 【節分】
いわしのかば焼き丼　すまし汁　お浸し(ﾘｸｴｽﾄﾒﾆｭｰ)　きなこ豆　牛乳

まいわし,煎り大豆,
きな粉,牛乳

米,米粒麦,でんぷん,
なたね油,さとう,ふ

ぶなしめじ,こまつな,はく
さい,ほうれんそう,にんじ
ん

669 27.3

4 火
【おはなし給食】
フレンチトースト　お団子スープ　青菜とツナのサラダ　牛乳

たまご,豚ひき肉,
凍り豆腐,まぐろ油漬缶,
牛乳

食パン,さとう,でんぷん,
じゃがいも,有塩バター

長ねぎ,しょうが,たまねぎ,
にんじん,キャベツ,セロ
リー,こまつな,もやし,コー
ン,レモン

596 27.8

5 水 小松菜チャーハン　春雨スープ　カントリーポテト　牛乳
豚ひき肉,たまご,
鶏こま切肉,豆腐,牛乳

米,なたね油,ごま油,
いりごま,春雨,じゃがいも,
でんぷん

たまねぎ,こまつな,しょう
が,干しいたけ,チンゲンサ
イ

674 21.5

6 木
【かみかみメニュー】
もち入り五目うどん　大豆と小魚の変わり揚げ　りんご(ﾘｸｴｽﾄﾒﾆｭｰ)

牛乳

鶏こま切肉,油揚げ,大豆,
かえり煮干し,牛乳

うどん,なたね油,さとう,
もち,でんぷん,
じゃがいも,いりごま

長ねぎ,にんじん,たまねぎ,
こまつな,りんご 646 24.1

7 金 ごはん　ふりかけ　みそ汁　生揚げと大根の煮物　牛乳

ちりめんじゃこ,
かつお削り節,あおのり,
豚ひき肉,生揚げ,うずら
卵,牛乳

米,いりごま,さとう,
さつまいも,なたね油,
でんぷん

たまねぎ,こまつな,にんに
く,しょうが,だいこん,にん
じん,チンゲンサイ

658 25.1

10 月
【おはなし給食】
ドリア風エビクリームライス　おろしドレッシングサラダ　カステラ　牛
乳

鶏こま切肉,むきえび,
ベーコン,生クリーム,
パルメザンチーズ,たまご,
牛乳

米,有塩バター,なたね油,
小麦粉,さとう,
グラニュー糖,はちみつ,
強力粉

にんじん,マッシュルーム,
にんじん,たまねぎ,キャベ
ツ,もやし,こまつな,だいこ
ん

705 23.1

12 水 親子丼　みそ汁　のりのお浸し　牛乳
鶏こま切肉,たまご,豆腐,
油揚げ,焼きのり,牛乳

米,米粒麦,なたね油,
つきこんにゃく,さとう

たまねぎ,にんじん,長ねぎ,
えのきたけ,キャベツ,こま
つな

643 27.0

13 木 ごはん　すまし汁　魚のサクサク揚げ　野菜のレモンサラダ　牛乳 さば,牛乳
米,でんぷん,なたね油,
さとう,いりごま,パン粉

こまつな,長ねぎ,えのきた
け,しょうが,キャベツ,にん
じん,きゅうり,もやし,レモ
ン

684 22.2

14 金
【地産地消・キャベツ　にんじん】【バレンタインデー】
スパゲティミートソース　コーンと野菜のサラダ　ココアプリン
牛乳

豚ひき肉,大豆,
パルメザンチーズ,
アガー,ﾎｲｯﾌﾟｸﾘｰﾑ,牛乳

スパゲティ,なたね油,
小麦粉,さとう

たまねぎ,にんじん,にんに
く,トマト,キャベツ,きゅう
り,コーン

642 23.9

17 月
【オリパラ給食　世界の料理・トルコ】
コーンピラフ　トルコ風人参スープ　とり肉のケバブ　フルーツヨーグル
ト　　　牛乳

ベーコン,鶏もも切身,
プレーンヨーグルト,牛乳

米,米粒麦,なたね油,
有塩バター,じゃがいも

たまねぎ,ピーマン,コーン,
にんじん,パセリ,レモン,に
んにく,パイン,黄桃,みかん

657 22.9

18 火 ごはん　ごま塩　みそ汁　豆腐ハンバーグ　野菜のポン酢がけ　牛乳
油揚げ,豚ひき肉,豆腐,
たまご,牛乳

米,いりごま,じゃがいも,
なたね油,パン粉,さとう

たまねぎ,だいこん,はくさ
い,こまつな,にんじん,レモ
ン

652 26.3

19 水 【食育の日・日本の郷土料理　北海道】
ごはん　すまし汁　鮭のちゃんちゃん焼き　いももち　牛乳

鮭切身,牛乳
米,焼きふ,なたね油,さとう,
じゃがいも,でんぷん

ぶなしめじ,こまつな,たま
ねぎ,にんじん,キャベツ,も
やし,ピーマン,しょうが

633 26.2

20 木 麻婆麺　にらたまスープ　ぶどうゼリー(ﾘｸｴｽﾄﾒﾆｭｰ)　牛乳
豆腐,豚ひき肉,大豆,
たまご,アガー,牛乳

中華めん,なたね油,さとう,
でんぷん,ごま油

たまねぎ,長ねぎ,干しいた
け,にんにく,しょうが,にん
じん,にら,ぶどうジュース

647 28.4

21 金 【食べよう野菜350運動】
シナモントースト　ポークビーンズ　じゃこと野菜６０ｇのサラダ　牛乳

豚もも肉,ベーコン,大豆,
ちりめんじゃこ,牛乳

食パン,有塩バター,さとう,
じゃがいも,なたね油

たまねぎ,にんじん,にんに
く,しょうが,こまつな,キャ
ベツ

617 25.2

25 火 ごはん　みそ汁　卵焼き　野菜のしょうがじょうゆがけ　牛乳 油揚げ,たまご,牛乳
米,じゃがいも,なたね油,
さとう

たまねぎ,干しいたけ,にん
じん,こまつな,はくさい,
しょうが

599 22.8

26 水
【お弁当給食（6年生お別れ給食）】
わかめごはん　鶏肉のてりやき　青のりポテト　お浸し(ﾘｸｴｽﾄﾒﾆｭｰ)
みかん　牛乳

わかめ,鶏もも肉,
あおのり,牛乳

米,米粒麦,さとう,
じゃがいも

もやし,こまつな,にんじん,
みかん 613 23.6

27 木 黒砂糖コッペパン　野菜スープ　マカロニグラタン
キャベツとにんじんのサラダ　牛乳

ベーコン,鶏こま切肉,
ベーコン,生クリーム,
パルメザンチーズ,牛乳

黒ざとうパン,じゃがいも,
マカロニ,なたね油,
小麦粉,有塩バター,
パン粉,さとう

チンゲンサイ,たまねぎ,
マッシュルーム,キャベツ,
にんじん,きゅうり

612 23.0

28 金 【交流給食】
ポークカレーライス　わかめと白菜のサラダ　ぽんかん　牛乳

豚ももこま切肉,わかめ,
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,はくさい,ぽん
かん

678 20.3

令和２年 ２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。

毎月１９日は食育の日

今月は、北海道の郷土料理です。

「ちゃんちゃん焼き」は、北海道

の漁師町で作られる、魚と野菜を

鉄板で焼いて味噌で味付けをした

料理です。「いももち」は、北海

道の代表的な農産物のじゃが芋を

使ってお団子を作り、甘辛いタレ

をからめます。

２月３日は節分です。春を迎える立春の前日のことを「節分」と

呼びます。節分に、炒り豆を年の数や、年の数に１つ足した数を食べ

ると１年を元気に過ごすことができるといわれています。豆まきや、

柊の枝に焼いたいわしの頭をさした「柊鰯（ひいらぎいわし）」は、

鬼（病気や災い）を追い払うという意味があります。

給食では、２月３日に『いわしのかば焼き丼』、『きなこ豆』を提

供します。

節分 おはなし給食 ６年生ﾘｸｴｽﾄﾒﾆｭｰ結果発表
学校での読書週間に合わせて、

絵本に出てくる料理や物語をイメー

ジした料理が給食に登場します。4

日は、｢おだんごスープ｣のおだんご

スープ、10日は､｢ぐりとぐら｣のカ

ステラです。当日の給食時間には、

読み聞かせの放送もあります。｢お

はなし給食｣を通して、給食や本に

興味関心を持つきっかけになってく

れたらと思います。

６－１・・・カレーライス・揚げパ

ン・おひたし・ゼリー

６－２・・・カレーライス・揚げパ

ン・サイダーゼリー・りんご

6年生の卒業をお祝いして、6年生が

リクエストした料理が2月・3月の給食

で登場します。楽しみにしていてくだ

さい。

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 ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 鉄 食物繊維

(食塩相当量) Ａ B1 B2 C

(kcal) (％) (％) (g) (mg) (mg) (mg) (μgRAE) (mg) (mg) (mg) (g)

２月分平均 646 15 28 2.4 344 96 2.4 244 0.35 0.55 33 4
650 13～20 20～30 2.0 350 50 3 200 0.4 0.4 20 5

ビタミン

学校給食摂取基準


