
家庭数

平成30年６月分　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 金
わかめごはん,みそ汁,中華風卵焼き
野菜のごま酢がけ,牛乳

わかめ,油揚げ,たまご
豚肉,牛乳

米,じゃがいも,春雨,油
ごま油,さとう,ごま

長ねぎ,しょうが,キャベツ
こまつな,にんじん 668 25.3

4 月 ごはん,すまし汁,筑前煮,牛乳 豆腐,豚肉,竹輪,牛乳
米,油,じゃがいも
さとう

こまつな,長ねぎ,しょうが
にんじん,たけのこ水煮
ごぼう,干しいたけ
さやいんげん,こんにゃく

593 21.6

5 火
【世界の料理　ボルシチ（ロシア）　】
黒砂糖コッペパン,ボルシチ,ロシアンサラダ,甘夏,牛乳 豚肉,牛乳

黒砂糖コッペパン,油
じゃがいも,マヨネーズ

にんにく,たまねぎ,セロリー
にんじん,キャベツ,パセリ
かぼちゃ,きゅうり
スィートコーン（缶）,甘夏

537 21.9

6 水
ごはん,大豆とじゃがいもの甘辛揚げ,すまし汁
魚のみそ焼き,お浸し,牛乳

大豆,ちりめんじゃこ
鮭,牛乳

米,でんぷん,じゃがいも
さとう,ごま,ふ,油

長ねぎ,ぶなしめじ,しょうが
ほうれん草,もやし,にんじん 605 28.4

7 木 チャーハン,野菜とひき肉のスープ,春雨サラダ,牛乳 豚肉,たまご,牛乳
米,米粒麦,ごま油,春雨
さとう,油

たまねぎ,長ねぎ,干しいたけ
しょうが,にんじん,もやし
こまつな,キャベツ

584 20.5

8 金
スイートバンズ,野菜スープ,チーズオムレツ
コーンとキャベツのサラダ,牛乳

ベーコン,ハム,たまご,
シュレッドチーズ,牛乳
生クリーム

スイートバンズ,油
じゃがいも,さとう

チンゲンサイ,たまねぎ
にんじん,キャベツ,こまつな
スィートコーン（缶）

592 25.8

11月
【地産地消　こまつな】
ごはん,みそ汁,こまつなチャンプル,牛乳

油揚げ,豆腐,たまご
豚肉,削り節,牛乳

米,じゃがいも,油,ごま油
長ねぎ,こまつな,たまねぎ
にんじん 651 28.3

12火 ジャージャー麺,中華スープ,海藻と野菜のサラダ,牛乳
豚肉,大豆,ベーコン
わかめ,牛乳

蒸し中華めん,油,さとう
でんぷん,じゃがいも
ごま油

にんにく,しょうが,たけのこ水煮
にんじん,長ねぎ,干しいたけ
えのきたけ,キャベツ

624 29.1

13水
ごはん,みそ汁,ししゃもとちくわのカレー揚げ
お浸し,牛乳

からふとししやも,竹輪
牛乳

米,ふ,油,さとう,小麦粉
こまつな,長ねぎ,キャベツ,もやし
にんじん 647 24.1

14木
コッペパン,パスタスープ,豆腐のミートグラタン
野菜サラダ,牛乳

ベーコン,豆腐,豚肉
シュレッドチーズ,牛乳

コッペパン,マカロニ,油
でんぷん,さとう

ぶなしめじ,たまねぎ,にんじん
トマト水煮（缶）,キャベツ
もやし,すりおろしりんご（缶）
にんにく

578 27.6

15金
ゆかりごはん,みそ汁,いかの天ぷら
五目豆,牛乳

イカ,大豆,角切昆布
牛乳

米,じゃがいも,小麦粉,油
さとう

ゆかり,こまつな,長ねぎ
にんじん,ごぼう
こんにゃく

660 28.1

18月
シナモントースト,ミネストラスープ
コンビネーションサラダ,さくらんぼ,牛乳

豚肉,ベーコン
まぐろ油漬け,牛乳

食パン,バター,さとう
マカロニ,油,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,もやし,スイートコーン（缶）
さくらんぼ,にんじん,こまつな

571 23.4

19火
【日本の郷土料理　鶏ちゃん(岐阜）】
ごはん,すまし汁,鶏ちゃん
りんごゼリー,牛乳

豆腐,鶏肉,アガー
牛乳

米,油,さとう
こまつな,長ねぎ,しょうが
キャベツ,たまねぎ,にんじん
にら,にんにく,りんごジュース

601 25.3

20水
コッペパン,野菜のクリームスープ
白身魚のアクアパッツア,じゃがいものハニーサラダ
牛乳

豚肉,ホキ,牛乳

コッペパン,油,バター
小麦粉,じゃがいも
はちみつ

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

588 29.2

21木
なすとトマトのスパゲティ,野菜サラダ,カップケーキ
牛乳

豚肉,たまご,牛乳
スパゲティ,油,さとう
小麦粉,バター

なす,にんにく,たまねぎ,
トマト水煮（缶）とうがらし
パセリ,こまつな,もやし
にんじん

653 24.4

22金
ごはん,五目スープ,魚のから揚げ薬味ソース
バンサンスー,牛乳

豆腐,ホキ,ハム,牛乳
米,じゃがいも,でんぷん
油,さとう,ごま油,春雨

たまねぎ,えのきたけ
チンゲンサイ,長ねぎ
キャベツ,もやし

609 24.9

25月
スイートバンズ,野菜スープ,チリコンカン,コーンポテト牛
乳

大豆,豚肉,牛乳
スイートバンズ,油
小麦粉,じゃがいも
バター

たまねぎ,キャベツ,にんじん
にんにく,スイートコーン（缶） 618 25.9

26火
ごはん,みそ汁,白身魚の南蛮漬け,お浸し
牛乳

油揚げ,ホキ,牛乳 米,でんぷん,油,さとう
えのきたけ,たまねぎ,ほうれん草
もやし,にんじん 615 27.1

27水
中華丼,春雨スープ,オレンジゼリー
牛乳

豚肉,イカ,アガー,牛乳
米,でんぷん,油,さとう
ごま油,春雨

しょうが,たまねぎ,キャベツ
たけのこ水煮,もやし,にんじん
ぶなしめじ,にんにく,にら
干しいたけ,オレンジジュース

606 20

28木 夏野菜カレー,わかめとキャベツのサラダ,メロン,牛乳 鶏肉,わかめ,牛乳 米,油,さとう

たまねぎ,にんじん,にんにく,なす
しょうが,トマト水煮（缶）,メロン
ピーマン,かぼちゃ,キャベツ,もやし 649 18.7

29金 ごはん,みそ汁,豚肉のしょうが炒め,お浸し,牛乳 豆腐,わかめ,豚肉,牛乳 米,油,さとう
長ねぎ,たまねぎ,にんにく
にんじん,キャベツ,こまつな
しょうが

559 23.1

中央区日本橋小学校

日 曜 献 立 名

※都合により食材・献立内容を変更する場合があります。

～共食～
誰かと共に食事をすることを「共食」といい

ます。なかでも家族と共に食事をとりながら楽

しくコミュニケーションを図る「共食」は食育

の原点であり、特に子どもへの食育をする大切

な時間と場になります。家族そろって楽しく食

卓を囲んでみませんか？

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)

６月分平均 610 24.9 26.8 2.6 340 2.2 242 0.44 0.56 35 4.1
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

健康な心と体をつくるためには、食事をバランスよく食べることが基本です。

しかし、歯と口が健康でないとおいしく食べることができません。

健康な歯と口をつくるポイント

①食事は、時間を決めて食べる。②かたいものをよくかんで食べる（目安は、１口３０回）。

③牛乳や小魚など骨や歯のもとになるカルシウムを含む食品を積極的に食べる。

きょう しょく

６月４日～１０日「歯と口の健康週間」よく噛むことを意識しよう


