
平成３１年２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
いわしのかば焼き丼,けんちん汁
きなこ豆,牛乳

まいわし,油揚げ,大豆
きな粉,牛乳

米,でんぷん,油,さとう
さといも,ごま油

だいこん,にんじん,ごぼう
長ねぎ,こんにゃく 789 30.6

4 月
エンドレスパン,卵のスープ,タンンドリーチキン
じゃがいものハニーサラダ,牛乳

たまご,鶏肉,ヨーグルト
牛乳

エンドレスパン,油
じゃがいも,はちみつ

ほうれんそう,たまねぎ
にんじん,にんいく
キャベツ

595 25.8

5 火
鶏ごぼうピラフ,野菜スープ,コーンと野菜のサラダ
クリスタルゼリー,牛乳

鶏肉,豚肉,アガー,牛乳
米,米粒麦,油,バター
じゃがいも,さとう

ごぼう,にんじん,しょうが
チンゲンサイ,たまねぎ
キャベツ,スイートコーン（缶）
パイン（缶）みかん（缶）

603 21.4

6 水
ごはん,いもっこ汁,魚のあずま煮
切干大根の炒め物,牛乳

油揚げ,めかじき
ベーコン,牛乳

米,さといも,でんぷん,油
さとう,ごま

だいこん,にんじん,長ねぎ
たまねぎ,もやし
チンゲンサイ,切干大根 628 24.1

7 木
黒砂糖パン,野菜スープ,ポークビーンズ,りんご
牛乳

ベーコン,豚肉,大豆
牛乳

黒砂糖パン,油
じゃがいも,さとう

たまねぎ,ほうれんそう
にんじん,にんにく
しょうが,りんご

595 25.2

8 金
カレーうどん,野菜の煮浸し,みかん
牛乳

豚肉,油揚げ,牛乳
冷凍うどん,油,でんぷん
ごま油,さとう

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

533 21

12火
ハヤシライス,ポテトとほうれんそうのサラダ,りんご
牛乳

豚肉,ハム,牛乳
米,油,じゃがいも
マヨネーズ

たまねぎ,にんじんにんにく
マッシュルーム（缶）,キャベツ
ほうれんそう,りんご

710 25.5

13水 ごはん,みそ汁,魚のサクサク揚げ,お浸し,牛乳 わかめ,さば,牛乳
米,じゃがいも,でんぷん
油,さとう,ごま,パン粉

長ねぎ,しょうが,はくさい
もやし,にんじん 720 23.4

14木
スパゲッティミートソース,コーンとキャベツのサラダ
チョコチップカップケーキ,牛乳

豚肉,たまご
調理用牛乳
牛乳

スパゲティ,油,でんぷん
ごま油,さとう,小麦粉
チョコチップ,バター

たまねぎ,トマト水煮（缶）
にんにく,にんじん,キャベツ
スィートコーン（缶）

695 24.8

15金
さといもごはん,みそ汁,卵焼き,わかめと白菜のサラダ
牛乳

油揚げ,細切昆布
ひじき,たまご,わかめ
牛乳

米,さといも,油,さとう
にんじん,だいこん
こまつな,たまねぎ
干しいたけ,はくさい

608 24.4

18月
ごはん,すまし汁,みそカツ,野菜のごま酢かけ
牛乳

豆腐,わかめ,豚肉
牛乳

米,小麦粉,パン粉,油
さとう,ごま

長ねぎ,ほうれんそう
もやし,にんじん 681 24.7

19火 ミルクパン,青菜ときのこのスープ
豆腐のミートグラタン,海藻と野菜のサラダ,牛乳

ベーコン,豆腐,豚肉
チーズ,海藻ミックス
ひじき,牛乳

ミルクパン,油
でんぷん,さとう

ぶなしめじ,えのきだけ
チンゲンサイ,にんにく
トマト水煮（缶）,たまねぎ
キャベツ,こまつな,にんじん

552 27.4

20水
チキンライス,青菜ともやしのスープ
おろしドレッシングサラダ,ポンカン,牛乳

鶏肉,ベーコン,牛乳 米,米粒麦,油,さとう
たまねぎ,もやし,にんじん
マッシュルーム（缶）だいこん
チンゲンサイ,キャベツ,ポンカン

547 18.5

21木
ごはん,野菜スープ,鮭のてりやき,じゃこと野菜のサラダ
牛乳

鮭,ちりめんじゃこ,牛乳 米,さといも,油
たまねぎ,キャベツ,にんじん
こまつな,もやし,にんじん 532 25.2

22金
ウィンナードッグ,ヌードルスープ,青のりビーンズポテト
デコポン,牛乳

ウィンナー,豚肉,大豆
あおのり,牛乳

コッペパン,バター,ヌイユ
油,じゃがいも,でんぷん

キャベツ,たまねぎ
さやいんげん,デコポン 704 26.7

25月
五目たんめん,まさごあげ,野菜のしょうがじょうゆかけ
牛乳

豚肉,うずら卵,豆腐
たまご,牛乳

蒸し中華めん,油
でんぷん,さとう

はくさい,にら,もやし,にんじん
たまねぎ,ほうれんそう,しょうが 632 28.9

26火
【地産地消　小松菜】
小松菜チャーハン,春雨スープ,野菜の中華ドレッシング
ぶどうゼリー,牛乳

豚肉,たまご,鶏肉
豆腐,アガー,牛乳

米,米粒麦,油,ごま油
ごま,春雨,さとう

たまねぎ,こまつな,しょうが
たけのこ水煮（缶）
干しいたけ,キャベツ,もやし
にんじん,ぶどうジュース

641 23.2

27水
シナモントースト,コーンシチュー
わかめとキャベツのサラダ,プルーン,牛乳

豚肉,チーズ,わかめ
調理用牛乳,牛乳

食パン,バター,さとう
じゃがいも,油,小麦粉

たまねぎ,にんじん
スィートコーン（缶）
キャベツ,プルーン

637 23.9

28木 じゃこ入りわかめごはん,みそ汁,いそべ揚げ,お浸し,牛乳
わかめ,ちりめんじゃこ
ししゃも,あおのり
ちくわ,牛乳

米,ふ,小麦粉,油,さとう
えのきだけ,長ねぎ,はくさい
ほうれんそう,にんじん 656 25.6

中央区日本橋小学校
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※都合により献立内容を変更する場合があります。

旬の野菜や果物で風邪を予防しよう
野菜や果物には、風邪の予防に役立つビタミン

類や機能性成分が多く含まれています。旬の野菜

や果物をたっぷり食べて、風邪への抵抗力を高め

ましょう。

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1日（金）に『いわしのかば焼き丼』と『きなこ豆』を提供します。

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)

２月分平均 635 24.8 30.1 2.8 341 2.4 239 0.45 0.57 31 4.3
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


