
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 豚丼　みそ汁　キャベツと油揚げの和風サラダ　牛乳
豚ももこま切肉,

油揚げ,牛乳

米,米粒麦,さとう,
なたね油,

つきこんにゃく,
じゃがいも,
いりごま

たまねぎ,長ねぎ,にんじん,
えのきたけ,キャベツ,
こまつな,しょうが

659 26.1

8 水 ジャージャー麺　中華スープ　デコポン　牛乳
豚ひき肉,大豆,豆腐,

牛乳

蒸し中華めん,
なたね油,さとう,
でんぷん,ごま油

にんにく,しょうが,
たけのこ水煮缶,にんじん,

長ねぎ,干しいたけ,
チンゲンサイ,デコポン

604 28.7

9 木 菜の花ごはん　すまし汁　鮭の米麹焼き　きんぴらポテト　牛乳
たまご,豆腐,わかめ,鮭,

牛乳

米,なたね油,
じゃがいも,ごま油,
つきこんにゃく,

さとう

こまつな,長ねぎ,ごぼう,
にんじん

619 29.3

10 金 ミルクパン　ABCパスタスープ　ポークビーンズ　デコポン　牛乳
ベーコン,

豚ももこま切肉,大豆,
牛乳

ミルクパン,マカロニ,
なたね油,じゃがいも,

さとう

ぶなしめじ,たまねぎ,
キャベツ,にんじん,
にんにく,しょうが,

デコポン

592 25.0

13 月
【１年生給食開始】
ポークカレーライス　海藻と野菜のサラダ　りんご　牛乳

豚ももこま切肉,
海藻ミックス,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,
キャベツ,きゅうり,

りんご

674 20.3

14 火
【かみかみメニュー】
やきそば　卵スープ　青のりビーンズポテト　牛乳

豚ももこま切,豆腐,
たまご,大豆,あおのり,

牛乳

蒸し中華めん,
なたね油,でんぷん,
ごま油, じゃがいも

キャベツ,もやし,たまねぎ,
にんじん,チンゲンサイ

622 28.4

15 水
【入学・進級お祝いメニュー】
赤飯　若竹汁　さわらの照り焼き　のりのお浸し　サイダーゼリー　牛乳

あずき水煮缶,わかめ,
さわら,アガー,牛乳

米,もち米,いりごま,
さとう,サイダー

たけのこ水煮缶,　　　　え
のきたけ,にんじん,
キャベツ,こまつな,
パイン缶,黄桃缶

602 23.7

16 木
【地産地消　小松菜・糸寒天】
ごはん　みそ汁　肉豆腐　糸寒天のごま酢がけ　牛乳

油揚げ,豚もも肉,豆腐,
糸寒天,牛乳

米,つきこんにゃく,
なたね油,さとう,

いりごま

だいこん,たまねぎ,
にんじん,はくさい,
えのきたけ,長ねぎ,

こまつな,　　　　　　　ス
イートコーン缶

642 24.4

17 金
【日本の郷土料理～福岡県～】
ごはん　すまし汁　がめ煮　野菜のみそドレッシングサラダ　牛乳

豆腐,鶏こま切肉,竹輪,
牛乳

米,じゃがいも,なたね
油,さとう,ごま油

こまつな,ぶなしめじ,
ごぼう,にんじん,れんこん,
こんにゃく,干しいたけ,
さやいんげん,もやし

601 28.3

20 月 セサミロール　野菜スープ　シェパーズパイ　野菜のレモンサラダ　牛乳
豚ひき肉,

シュレッドチーズ,
牛乳

セサミロール,
なたね油,小麦粉,

じゃがいも,
有塩バター,さとう

たまねぎ,こまつな,
キャベツ,セロリー,
にんじん,にんにく,

しょうが,トマト水煮缶,
きゅうり,もやし,レモン

635 26.7

21 火 【食べよう野菜３５０運動】
スパゲティミートソース　じゃこと野菜６０ｇのサラダ　米粉蒸しパン　牛乳

豚ひき肉,大豆,
パルメザンチーズ,

ちりめんじゃこ,牛乳

ロングスパゲティ,
なたね油,さとう,

小麦粉,米粉

たまねぎ,にんじん,
にんにく,トマト水煮缶,
ほうれんそう,キャベツ,

スイートコーン缶,　　　り
んご缶

717 24.6

22 水 ゆかりごはん　みそ汁　ちくわとししゃものいそべ揚げ　お浸し　牛乳
からふとししゃも,
あおのり,焼き竹輪,

牛乳

米,ふ,小麦粉,でんぷん,
なたね油,さとう

ゆかり,ほうれんそう,
もやし,はくさい,こまつな,

にんじん
647 24.2

23 木
【世界の料理～韓国～】
ビビンバ　トック入りわかめスープ　清見オレンジ　牛乳

豚ひき肉,わかめ,牛乳
米,なたね油,さとう,
ごま油,いりごま,
でんぷん,もち

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,きよみ
650 22.1

24 金 チキンライス　キャベツとコーンのクリームスープ　じゃがいものハニーサラダ
牛乳

鶏こま切肉,ベーコン,
牛乳

米,米粒麦,なたね油,
有塩バター,小麦粉,

じゃがいも,はちみつ

たまねぎ,マッシュルーム,
にんじん,キャベツ,
クリームコーン缶,
スイートコーン缶

690 20.5

27 月
ごはん　ツナそぼろ　みそ汁　まさご揚げ　野菜のしょうがじょうゆがけ
牛乳

まぐろ油漬缶,油揚げ,
豆腐,豚ひき肉,たまご,

牛乳

米,さとう,いりごま,
じゃがいも,なたね油,

でんぷん

しょうが,たまねぎ,
にんじん,こまつな,もやし

689 26.2

28 火 鮭チャーハン　バンサンスー　白玉フルーツポンチ　牛乳
鮭角切,たまご,

ボンレスハム,牛乳

米,なたね油,ごま油,
いりごま,春雨,

白玉だんご,さとう,
サイダー

たまねぎ,長ねぎ,キャベツ,
もやし,パイン缶,みかん缶,

黄桃缶
640 21.1

30 木 揚げパン　ミネストラスープ　コーンと野菜のサラダ　牛乳

豚ももこま切肉,
ベーコン,

パルメザンチーズ,
牛乳

コッペパン,なたね油,
さとう,マカロニ,

じゃがいも

たまねぎ,にんじん,セロリー,
にんにく,トマト水煮缶,
さやいんげん,キャベツ,

にんじん,きゅうり,
スイートコーン缶

602 23.2

　　令和２年４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。

ご入学・ご進級

おめでとうございます

元気いっぱいの新入生を迎え、新学期

がスタートしました。今年度も、成長

期の皆さんの心と体の健康を支えるた

め、安心・安全で、栄養バランスのと

れたおいしい給食の提供に努めていき

ます。ご理解とご協力をお願いいたし

ます。

【献立表の見方】
■毎月、各家庭に１ヵ月分の献立表

を配布します。献立名の右側には、

おもな使用食品を体内での３つの働

き別に載せていますのでご覧くださ

い。

■栄養価は、中学年（３・４年生）

の値を載せています。

ポイント

３つの働きは、どれも欠か

すことの出来ない大切なもの

です。朝食や夕食時の料理に

もこれら３つの働きの食材が

入っているか等、参考にして

みてください。

ポイント

学校給食では、低学年・中学

年・高学年の段階に応じ、食事

量に変化をつけています。（低

学年０．８５倍、高学年１．２

倍）また、１日に必要な食事量

（栄養価）の約1/3量を目標に

献立をたてています。

学校給食では、毎月１９日を「食育の日」とし、今

年度も日本の郷土料理を提供します。４月は福岡県の

郷土料理「がめ煮」です。鶏肉や野菜を炒めて煮る煮

物で、他の地方でも筑前煮と呼ばれ、親しまれていま

す。

毎月１９日は「食育の日」

２０２０年に東京で開催されるオリンピック・パラ

リンピックに向けて世界の料理を知り、給食を通して

他の国を身近に感じてほしいとの考えから、月に１回

世界の料理を提供します。今月は韓国料理の「ビビン

バ」と｢トック入りわかめスープ｣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) (mg) (mg) (mgRAE) (mg) (mg) (mg) (g)

４月分平均 641 15.4 27 2.7 338 2.3 235 0.44 0.55 35 4.7
650 13～20 20～30 2 350 3 200 0.4 0.4 20 5

ビタミン

学校給食摂取基準
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