
家庭数

令和元年５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

7 火 豚丼,すまし汁,よもぎだんご,牛乳
豚肉,兜型かまぼこ,わかめ
あずき,牛乳

米,さとう,油
冷凍よもぎだんご

たまねぎ,長ねぎ,にんじん
さやいんげん,つきこんにゃく 698 25.7

8 水
ミルクパン,野菜スープ,ポテト入り卵焼き
じゃこと野菜のサラダ,牛乳

豚肉,ベーコン,調理用牛乳
たまご,ちりめんじゃこ
牛乳

ミルクパン,油,じゃがいも
バター,さとう

たまねぎ,にんじん,こまつな
キャベツ,スイートコーン(缶) 557 27.2

9 木
グリンピースごはん,みそ汁,鮭のてり焼き
じゃがいも入りきんぴらごぼう,牛乳

鮭,牛乳 米,もち米,さとう,油
ごま,じゃがいも

グリンピース,こまつな,にんじん
長ねぎ,えのきだけ
つきこんにゃく,ごぼう 588 26.3

10金
ごはん,春雨スープ,揚げぎょうざ,野菜のしょうゆかけ
牛乳

ベーコン,豚肉,牛乳
米,春雨,ごま油,小麦粉
ぎょうざの皮,油

長ねぎ,にら,にんじん,にんにく
しょうが,キャベツ,こまつな,もやし 621 18.5

13月
ごはん,すまし汁,生揚げと豚肉のみそ炒め
そらまめ,牛乳

わかめ,生揚げ,豚肉,牛乳
米,油,さとう,でんぷん
ごま油

長ねぎ,えのきだけ,しょうが
にんじん,キャベツ,にんにく
たけのこ水煮(缶),とうがらし
干しいたけ,そらまめ

620 27.7

14火
ごはん,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,でんぷん,油,さとう
キャベツ,えのきだけ,しょうが
ほうれん,もやし,にんじん
セミノール

579 23.3

15水
コッペパン,野菜スープ,大豆入りミートグラタン
青菜ともやしのオニオンサラダ,牛乳

ベーコン,豚肉,大豆
生クリーム,牛乳
シュレッドチーズ

コッペパン,じゃがいも
マカロニ,油,さとう

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),キャベツ,もやし
すりおろしりんご(缶)

600 26.1

16木
じゃこ入りわかめごはん,すまし汁,鮭の花かご焼き
ひじきの彩り炒め,牛乳

炊き込み用わかめ,鮭,ベーコン
ちりめんじゃこ,大豆
チーズ,ひじき,牛乳

米,ふ,マヨネーズ,油,さとう
長ねぎ,こまつな,ピーマン
赤ピーマン,にんじん,にんにく 642 30.8

17金
【地産地消】
ひるぜんやきそば,豆腐と青菜のスープ
あしたばサーターアンダギー,牛乳

鶏肉,ベーコン,豆腐
牛乳

蒸し中華めん,油,ごま
小麦粉,さとう,黒砂糖

にんじん,たまねぎ,キャベツ
もやし,干しいたけ,しょうが
にんにく,ほうれんそう,とうがらし
すりおろしりんご(缶),あしたば粉

575 22.7

20月
たけのこごはん,かきたま汁,鮭の塩焼き
春雨と野菜の炒め物,牛乳

油揚げ,たまご,鮭
ﾍﾞｰｺﾝ,牛乳

米,,さとう,春雨,油
ごま油

たけのこ水煮(缶),長ねぎ
ほうれんそう,にんじん
さやいんげん,ぶなしめじ
キャベツ

582 27.6

21火
チキンクリームスパゲッティ,コーンと野菜のサラダ
りんごゼリー,牛乳

鶏肉,調理用牛乳
生クリーム,アガー,牛乳

スパゲッティ,油,バター
小麦粉,さとう

マッシュルーム(缶)パセリ
キャベツ,にんじん,エリンギ
スィートコーン(缶),ぶなしめじ
りんごジュース,たまねぎ

671 23

22水
バンズパン,野菜スープ,魚のフライ,ゆで野菜
プルーン,牛乳 ベーコン,手亡,ホキ,牛乳

バンズパン,じゃがいも
小麦粉,パン粉,油

たまねぎ,ほうれんそう
にんじん,キャベツ
プルーン

591 28.7

23木
ごはん,みそ汁,豚肉のしょうが炒め
野菜の和風サラダ,牛乳

豆腐,豚肉,牛乳 米,油,さとう,ごま油
キャベツ,えのきたけ
ピーマン,もやし,たまねぎ
にんにく,しょうが,にんじん

573 25.8

24金
ビビンバ,わかめスープ
ジューシーオレンジ,牛乳

わかめ,豚肉,豆腐
牛乳

米,油,さとう,ごま油,ごま
にんにく,ほうれんそう,もやし
にんじん,えのきだけ,長ねぎ
ジューシーオレンジ

611 22.8

27月
ガーリックトースト,コーンシチュー
コンビネーションサラダ,牛乳

豚肉,調理用牛乳
パルメザンチーズ
まぐろ油漬(缶),牛乳

食パン,バター,じゃがいも
油,小麦粉,さとう

にんにく,パセリ,たまねぎ
にんじん,こまつな,キャベツ,もやし
スィートコーン(缶),クリームコーン(缶) 608 23.7

28火
ごはん,すまし汁,魚のサクサク揚げ
じゃこと野菜のごま酢かけ,牛乳

豆腐,サバ,ちりめんじゃこ
牛乳

米,でんぷん,油,さとう
ごま,パン粉

こまつな,ぶなしめじ,しょうが
もやし,にんじん 716 25.7

29水
ハムライス,パスタスープ,じゃがいものハニーサラダ
牛乳

ハム,豚肉,牛乳
米,米粒麦,油,マカロニ
じゃがいも,はちみつ

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

631 20.5

30木 ごはん,中華スープ,麻婆豆腐,牛乳
ベーコン,豆腐,豚肉,大豆
牛乳

米,じゃがいも,ごま油
油,さとう,でんぷん

チンゲンサイ,たまねぎ,長ねぎ
干しいたけ,にんにく,しょうが 640 26.3

31金 チキンカレーライス,野菜サラダ,ジューシーオレンジ,牛乳 鶏肉,牛乳
米,米粒麦,じゃがいも
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
すりおろしりんご(缶)
ジューシーオレンジ

686 19

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 620 24.8 27.9 2.6 340 2.4 205 0.42 0.56 29 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

新年度が始まって一ヵ月がたちました。

子どもたちも新たな環境に少しずつ慣れ

てきていますが、疲れがたまってくる時

期でもあります。５月はゴールデン

ウィークなどもあり生活リズムも乱れや

すいので、気をつけましょう。元気に学

校生活を送るためにも、早寝早起きをし

て、きちんと朝食をとり、生活リズムを

ととのえましょう。

5月17日 ひるぜんやきそば

岡山県と鳥取県の県境、岡山県真庭市の名

物料理「ひるぜんやきそば」は、鶏肉と味噌ダ

レでつくるのが特長です。

地産地消 あしたばサーターアンダギー

東京都八丈島産のあしたばを使って沖縄の

揚げ菓子のサーターアンダギーを作ります。

「共食」とは、家族や友だちと食事を

共にすることをいいます。家族や友だちと

会話を楽しみながら、食事をする「共食」

は、コミュニケーションがはかれるためだ

けではなく、食に関するマナーや知識を伝

える大切な時間でもあります。共食を通し

て子どもたちが食とふれあう機会をふやし

てみてください。


