
家庭数

平成30年10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

2 火
揚げパン,ミネストラスープ
青菜ともやしのオニオンスープ,かき,牛乳

きな粉,ベーコン,牛乳
コッペパン,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,かき
さやいんげん,キャベツ,もやし
にんじん,すりおろしリンゴ缶

574 18.1

3 水
ふきよせごはん,すまし汁,サバの塩焼き
野菜のごま酢かけ,牛乳

かつお削り節,さば,牛乳
米,もち米,さつまいも,
ふ,さとう,ごま

ぶなしめじ,にんじん
さやいんげん,長ねぎ
こまつな,キャベツ

618 23.5

4 木
ごはん,沢煮わん,ぎせい豆腐,小松菜とじゃこの煮浸し
牛乳

豚肉,豆腐,油揚げ,たまご
ちりめんじゃこ,牛乳

米,油,さとう
ごま油

ごぼう,にんじん,干しいたけ
ニラ,キャベツ,こまつな 655 29.6

5 金 やきそば,中華スープ,開口笑,牛乳
豚肉,ベーコン,たまご
牛乳

蒸し中華めん,油,さとう,
ごま油,小麦粉,バター
ごま,じゃがいも

キャベツ,もやし,たまねぎ
にんにん,干しいたけさ
チンゲンサイ

638 23.8

9 火 ごはん,みそ汁,ちくわとししゃものカレー揚げ
お浸し,牛乳

油揚げ,ししゃも
ちくわ牛乳

米,じゃがいも
小麦粉,油,さとう

たまねぎ,ほうれんそう
もやし,にんじん 679 25

10水 ハヤシライス,きのこソースのサラダ,りんご 豚肉,ベーコン,牛乳
米,米粒麦,油,
ごま油,さとう

たまねぎ,にんじん,にんにく
マッシュルーム缶,キャベツ
もやし,えのきだけ,ぶなしめじ
りんご

659 23.8

11木
ごはん,ごま塩,すまし汁,豚肉と高野豆腐の甘酢あん
牛乳

豚肉,わかめ,凍り豆腐
牛乳

米,油,ごま,でんぷん,
さとう,じゃがいも

長ねぎ,えのきだけ,しょうが
たまねぎ,干しいたけ
にんじん,ピーマン

627 23.9

12金
黒砂糖コッペパン,野菜スープ,豆腐のミートグラタン
ポテトのフレンチサラダ,牛乳

豆腐,豚肉,チーズ,
牛乳

黒砂糖コッペパン
さとう,油,でんぷん
じゃがいも

たまねぎ,こまつな,ぶなしめじ
にんにく,にんじん,キャベツ
トマト水煮缶,スィートコーン缶

605 27.2

15月
和風スパゲッティ,じゃこと野菜のサラダ
マーブルカップケーキ,牛乳

イカ,鶏肉,ベーコン
ちりめんじゃこ,たまご
牛乳

スパゲッティ,さとう
油,小麦粉,バター

にんにく,しょうが,こまつな
とうがらし,たまねぎ,にんじん
キャベツ,ぶなしめじ
さやえんどう,

669 29.8

16火
ごはん,青菜ときのこのスープ,ハムとコーンの卵焼き
揚げごぼうのサラダ,牛乳

ベーコン,豆腐,
ハム,たまご,牛乳

米,油,さとう
バター

ぶなしめじ,えのきだけ
チンゲンサイ,たまねぎ
スィートコーン缶,ごぼう
キャベツ,にんじん

644 24.4

17水
【地産地消「糸寒天」】
スィートバンズ,野菜スープ,グリルチキン
糸寒天と野菜のサラダ,牛乳

ベーコン,鶏肉,糸寒天
牛乳

スィートバンズ,油,
ごま油,さとう

たまねぎ,にんじん,ほうれんそう
キャベツ,スィートコーン缶 524 22.9

18木
ごはん,大豆とかぼちゃの揚げ煮,みそ汁,魚の香味焼き
野菜のしょうがじょうゆかけ,牛乳

大豆,かえり煮干し
豆腐,鮭,牛乳

米,油,でんぷん
さとう,ごま,ごま油

かぼちゃ,こまつな,しょうが
万能ねぎ,もやし,にんじん 626 29.4

19金
【日本の郷土料理　～鳥取～】
大山おこわ,すまし汁,肉じゃが,かき,牛乳

鶏肉,わかめ,
豚肉,牛乳,

米,もち米,さとう
じゃがいも,油,

にんじん,ごぼう,干しいたけ
たけのこ水煮,長ねぎ,えのきだけ
たまねぎ,さやいんげん
こんにゃく,かき

588 21.1

22月 ビビンバ,わかめスープ,りんご,牛乳 豚肉,わかめ,牛乳
米,油,ごま,さとう
ごま油

にんにく,ほうれんそう,もやし
にんじん,長ねぎ,キャベツ,りんご 616 21.6

23火
さつまいもごはん,みそ汁,魚のつけ焼き
野菜のごまだれ,牛乳

豆腐,シルバー,牛乳
米,さつまいも,ごま
さとう

キャベツ,えのきだけ
ほうれんそう,もやし
にんじん

560 27

24水
ピザトースト,野菜と豆のスープ
青菜のもやしのサラダ,牛乳

ハム,チーズ
ベーコン,豚肉,手亡
牛乳

食パン,バター,油
じゃがいも,さとう

たまねぎ,にんにく,キャベツ
マッシュルーム缶,ピーマン
トマト水煮缶,にんじん,こまつな
もやし

606 27.2

25木 みそうどん,いかの香味焼き,野菜のおかか炒め,牛乳
鶏肉,油揚げ,イカ
かつお節,牛乳

うどん,油,さといも
さとう,ごま油

にんじん,干しいたけ,長ねぎ
こまつな,しょうが,キャベツ
にんじん

537 31.9

26金
ごはん,春雨スープ,回鍋肉,クリスタルゼリー
牛乳

ベーコン,豚肉
アガー,牛乳

米,春雨,ごま油,さとう
油

たまねぎ,にんじん,しょうが
チンゲンサイ,ピーマン
キャベツ,長ねぎ,たけのこ水煮
にんにく,パイン缶,黄桃缶

648 25.9

29月
ごはん,みそ汁,豚肉のしょうが炒め
大豆とじゃこのサラダ,牛乳

わかめ,ちりめんじゃこ,
豚肉,大豆,牛乳

米,じゃがいも,油
さとう,ごま油

長ねぎ,たまねぎ,にんにく
しょうが,キャベツ,にんじん 652 29.5

30火 チキンピラフ,ポトフ,わかめとキャベツのサラダ,牛乳
鶏肉,ベーコン,豚肉
わかめ,牛乳

米,油,バター,じゃがいも
さとう

たまねぎ,にんじん,キャベツ
セロリー,スィートコーン缶
マッシュルーム缶

618 25.5

31水
シナモントースト,パンプキンシチュー
コンビネーションサラダ,牛乳

鶏肉,生クリーム,
マグロ油漬け缶,牛乳

食パン,バター,さとう
じゃがいも,油,小麦粉

かぼちゃ,うらごしかぼちゃ
たまねぎ,にんじん,パセリ
こまつな,キャベツ,もやし
スィートコーン缶,マッシュルーム缶

627 23.2

中央区日本橋小学校

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)

10月分平均 618 25.4 28.2 2.7 347 2.3 260 0.47 0.56 36 4.2
640 24 25～30 2.4 350 3 170 0.4 0.4 20 5学校給食摂取基準

ビタミン

大山おこわは、鳥取県の郷土料理です。鳥取県西部、大山のふもとで祭りや季節行事など

で食べられてきた家庭料理です。

もとは、大山で修業する人たちにふるまわれていた精進料理の大山寺のおこわが家庭に入り、

「大山おこわ」に変わっていきました。もち米に、椎茸、ゴボウ、こんにゃく、油揚げなどを混ぜ

て、だし汁、醤油、砂糖などで味付けし、炊き込んだものです。

日本の郷土料理
１０月１０日は、目の愛護デー

緑黄色野菜（かぼちゃ・にんじん・ほうれん草など）にふくまれ

るカロテンは、体内でビタミンAに変化します。ビタミンＡは、

目の健康を保つのに大切な栄養素です。

また、粘膜や皮膚の健康にも欠かせません。


