
家庭数

平成３０年５月　献立表

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

1 火 メキシカンライス,ヌードルスープ
わかめとキャベツのサラダ,牛乳

ウィンナー,豚肉,わかめ
牛乳

米,米粒麦,油,ヌイユ,
じゃがいも,さとう

たまねぎ,赤ピーマン,にんじん
スィートコーン（缶）,キャベツ
さやいんげん

596 19.5

2 水 親子丼,みそ汁,よもぎ団子,牛乳 鶏肉,たまご,あずき,牛乳
米,米粒麦,油,
さとう,冷凍よもぎだんご

たまねぎ,にんじん,長ねぎ,
キャベツ,つきこんにゃく
えのきだけ

685 26.2

7 月
ごはん,すまし汁,生揚げと豚肉の味噌炒め,清見オレンジ
牛乳

豚肉,生揚げ,牛乳 米,ふ（荘内麩）油
でんぷん,さとう,ごま油

長ねぎ,ほうれん草,しょうが
にんじん,キャベツ,にんにく
たけのこ水煮,とうがらし
干しいたけ,清見オレンジ

627 26.5

8 火
エンドレスパン,魚の香味焼き,ミネストラスープ
コーンとキャベツのサラダ,クリスタルゼリー
牛乳

メルルーサ,ベーコン
アガー,牛乳

エンドレスパン,じゃがいも,
油,マカロニ,パン粉,さとう

たまねぎ,にんじん,セロリー
にんにく,トマト水煮（缶）,パセリ
さやいんげん,キャベツ,黄桃（缶）
パイン（缶）,スイートコーン（缶）

584 25.4

9 水 ビビンバ,わかめスープ,ジューシーオレンジ,牛乳 豚肉,わかめ,牛乳
米,油,さとう,ごま油
ごま

にんにく,ほうれん草,もやし,
にんじん,えのきだけ,長ねぎ
ジューシーオレンジ

630 23.9

10木
スイートバンズ,野菜スープ,ビーンズコロッケ,ゆで野菜,
牛乳

手亡,豚肉,牛乳
スィートバンズ,じゃがいも,
油,小麦粉,パン粉

たまねぎ,ほうれん草,にんじん
キャベツ 634 20.8

11金
たけのこごはん,みそ汁,鮭の和風揚げ,お浸し
そらまめ,牛乳

油揚げ,豆腐,鮭,牛乳 米,さとう,でんぷん
油,ごま

たけのこ水煮,そらまめ,長ねぎ
ほうれん草,にんじん,もやし
こまつな

646 30.5

14月
チキンクリームスパゲティ,コーンと野菜のサラダ
セミノール,牛乳

鶏肉,生クリーム,牛乳
ロングスパゲティ,油,さとう
小麦粉,バター

たまねぎ,にんじん,ぶなしめじ,
キャベツ,マッシュルーム水煮（缶）
パセリ,スイートコーン（缶）
エリンギ,セミノール

619 23.4

15火
グリンピースごはん,すまし汁,真砂揚げ,
野菜のおかか炒め,牛乳

豆腐,豚肉,たまご
削り節（かつお）,牛乳

米,もち米,ふ（荘内麩）
油,でんぷん,さとう

長ねぎ,こまつな,たまねぎ
にんじん,キャベツ,グリンピース
さやえんどう

605 21.7

16水
ごはん,じゃこピーふりかけ,みそ汁,さばのカレー焼き
お浸し,牛乳

ちりめんじゃこ,わかめ
さば,牛乳

米,さとう,ごま油
ごま

たまねぎ,にんじん,こまつな
もやし,ピーマン,えのきだけ 642 24.8

17木
ツイストパン,ＡＢＣパスタスープ,鶏肉のオレガノソース
粉ふきいも,牛乳

ベーコン,豚肉,牛乳
ツイストパン,マカロニ
油,でんぷん,じゃがいも

たまねぎ,にんじん,にんにく
マッシュルーム水煮（缶）
トマト水煮（缶）,エリンギ
とうがらし

594 26.1

18金
高菜めし,みそ汁,きびなごの唐揚げ
お浸し,セミノール,牛乳

油揚げ,きびなご,牛乳
米,米粒麦,油,さとう,
ごま油,ごま,でんぷん

にんじん,たかな漬,キャベツ
しょうが,ほうれん草
もやし,セミノール

577 23.7

21月
ごはん,じゃこの佃煮,若竹汁,ぎせい豆腐,お浸し
ジューシーオレンジ,牛乳

ちりめんじゃこ,わかめ
豆腐,豚肉,たまご
牛乳

米,油,さとう

にんじん,にら,もやし
たけのこ水煮（缶）
干しいたけ,ほうれん草
ジューシーオレンジ

636 27.8

22火
エンドレスパン,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

鶏肉,ベーコン,生クリーム
パルメランチーズ,牛乳

エンドレスパン,油,さとう
じゃがいも,マカロニ,小麦粉
バター,パン粉

たまねぎ,にんじん,キャベツ
マッシュルーム水煮（缶）
チンゲンサイ 640 23.9

23水 ごはん,すまし汁,さばのサクサク揚げ,お浸し,牛乳 さば,牛乳
米,でんぷん,油
さとう,ごま,パン粉

しめじ,長ねぎ,しょうが
さやえんどう,もやし
ほうれん草,にんじん

681 22.3

24木
ごはん,中華スープ
豚肉と高野豆腐の甘酢あん,牛乳

ベーコン,凍り豆腐,豚肉,牛乳
米,油,ごま油,でんぷん
じゃがいも,さとう

長ねぎ,にら,しょうが
たまねぎ,にんじん
干しいたけ,ピーマン

632 23.8

25金
ぶどうパン,青菜ときのこのスープ,鮭の花かご焼き,
じゃがいもと野菜のサラダ,牛乳

ベーコン,鮭,チーズ
牛乳

ぶどうパン,マヨネーズ
じゃがいも,油,さとう

えのきだけ,こまつな,もやし
ピーマン,キャベツ,にんじん
赤ピーマン,ジューシーオレンジ

596 28

29火
チキンカレーライス,７品目のサラダ,セミノール
牛乳

鶏肉,わかめ,牛乳
米,米粒麦,じゃがいも,油
ごま,ごま油,さとう

たまねぎ,にんじん,しょうが
にんにく,キャベツ,もやし
れんこん,赤ピーマン,セミノール
スイートコーン（缶）

669 19

30水
ごはん,みそ汁,鮭の塩焼き
じゃがいも入りきんぴらごぼう,ジューシーオレンジ
牛乳

鮭,牛乳
米,ふ（荘内麩）,さとう
油,じゃがいも

こまつな、長ねぎ,にんじん
ごぼう,つきこんにゃく
ジューシーオレンジ

593 26

31木
【地産地消「あしたば」】
五目あんかけそば,豆腐と青菜のスープ,
あしたばサーターアンダギー,牛乳

豚肉,ベーコン,豆腐,牛乳
蒸し中華めん,油,さとう
でんぷん,小麦粉
黒砂糖

キャベツ,たまねぎ,にんじん
チンゲンサイ,たけのこ水煮（缶）
干しいたけ,ほうれん草
あしたば粉

607 23.5

中央区立日本橋小学校

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。

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)

５月分平均 625 24.3 28.6 2.6 333 2.1 229 0.41 0.55 38 4
640 24 25～30 2.4 350 3 170 0.4 0.4 20 5

ビタミン

学校給食摂取基準

― 地産池消 ―
東京都の食材を使用した地産地消。今月は「あしたば」です。

あしたばは、伊豆諸島の島々で栽培されています。漢字で書くと

「明日葉」と書きます。発育がはやく、摘んだ翌日には新しい葉

が出るということからこの名前がついたそうです。

３１日は、あしたばの粉で沖縄の揚げ菓子のサーターアンダギー

を作ります。

旬の食材 グリンピース

1５日にグリンピースを使った「グリンピースごはん」が登場します。缶詰や

冷凍食品などで１年中出回っていますが、旬は今の時期です。

グリンピースは、えんどうの若い実です。ビタミンＢ群や炭水化物、たんぱ

く質が含まれています。新鮮なものは、香りや甘みが別格です。


