
家庭数

令和元年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

4 火 ハヤシライス,キャベツともやしのサラダ,メロン,牛乳 豚肉,牛乳 米,米粒麦,油,さとう
たまねぎ,にんじん,にんにく
マッシュルーム(缶)メロン
キャベツ,もやし

648 23.3

5 水
【かみかみメニュー】
ひじきごはん,すまし汁,焼きししゃも
切り干し大根の煮付け,ぶどうゼリー,牛乳

ひじき,油揚げ,わかめ
ししゃも,アガー,牛乳

米,油,さとう

にんじん,長ねぎ,えのきだけ
切干大根,干しいたけ
さやえんどう
ぶどうジュース

603 20.4

6 木
ごはん,じゃことピーマンのふりかけ,みそ汁,卵焼き
野菜のおかか炒め,牛乳

ちりめんじゃこ,油揚げ,卵
豚肉,かつお削り節,牛乳

米,さとう,ごま油,ごま
油

ピーマン,だいこん,たまねぎ
にんじん,干しいたけ
こまつな 673 29.4

7 金
ソフトフランスパン,野菜スープ,ポークビーンズ
ペンネのソテー,牛乳

豚肉,ベーコン,大豆
牛乳

ソフトフランスパン,油
じゃがいも,さとう
マカロニ

たまねぎ,こまつな,キャベツ
にんじん,にんにく,しょうが 645 28.6

10月
なすとトマトのスパゲッティ,おろしドレッシングサラダ
フルーツカップケーキ,牛乳

豚肉,パルメザンチーズ
調理用牛乳,卵,牛乳

スパゲティ,油,小麦粉
さとう,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,キャベツ,にんじん
もやし,だいこん,パイン(缶),レーズン

688 25.8

11火 ごはん,みそ汁,筑前煮,メロン,牛乳 豚肉,焼きちくわ,牛乳
米,ふ,油,じゃがいも
さとう

ほうれん草,もやし,しょうが
にんじん,たけのこ水煮(缶)
ごぼう,干しいたけ,さやいんげん
つきこんにゃく,メロン

599 22.6

12水
ごはん,野菜とひき肉のスープ,油淋魚
ハムと野菜の中華サラダ,牛乳

豚肉,ホキ,ハム,牛乳
米,でんぷん,油,さとう
ごま油

しょうが,たまねぎ,にんじん
もやし,長ねぎ,干しいたけ,こまつな 595 24.6

13木
シナモントースト,クリームシチュー,カラフルサラダ
牛乳

豚肉,調理用牛乳
パルメザンチーズ,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,キャベツ
黄ピーマン,赤ピーマン
もやし,きゅうり

652 23.5

14金
【地産地消・糸寒天】
ごはん,大豆とかぼちゃの揚げ煮,すまし汁
魚のみそ焼き,糸寒天と野菜のあえもの,牛乳

大豆,かえり煮干し,豆腐
わかめ,鮭,糸寒天,牛乳

米,でんぷん,油
さとう,ごま,ごま油

かぼちゃ,長ねぎ,しょうが
キャベツ,にんじん
スィートコーン(缶)

646 31.7

17月
親子丼,吉野汁,小松菜とじゃこの煮浸し
さくらんぼ,牛乳

鶏肉,卵,豆腐,油揚げ
ちりめんじゃこ,牛乳

米,米粒麦,油,さとう
でんぷん,ごま油

たまねぎ,にんじん,長ねぎ,ごぼう
ほうれん草,キャベツ,こまつな
つきこんにゃく,さくらんぼ 641 28

18火
ごはん,ポテト入り野菜スープ,鶏肉のねぎ塩ソース
コーンと野菜のサラダ,牛乳

鶏肉,牛乳
米,じゃがいも,さとう
ごま油,でんぷん,油

こまつな,たまねぎ,にんじん
しょうが,長ねぎ,キャベツ
にんじん,スィートコーン(缶) 593 21.3

19水
【世界の料理　～ロシア～】
黒砂糖コッペパン,ボルシチ風スープ,ポークストロガノフ
コーンポテト,すいか,牛乳

ベーコン,豚肉,生クリーム
牛乳

黒砂糖コッペパン,油
小麦粉,じゃがいも
さとう,バター

たまねぎ,にんじん,セロリー,キャベツ
にんにく,トマト水煮(缶),さやいんげん
マッシュルーム(缶),トマトジュース
スィートコーン(缶)

611 26.1

20木 ジャージャー麺,五目スープ,わかめと野菜のサラダ,牛乳
豚肉,大豆,鶏肉
豆腐,わかめ,牛乳

蒸し中華めん,油,さとう
でんぷん,ごま油
じゃがいも

にんにく,しょうが,にんじん
たけのこ水煮(缶),長ねぎ
干しいたけ,たまねぎ
チンゲンサイ,キャベツ,もやし

636 31.3

21金 ゆかりごはん,みそ汁,いかの天ぷら,五目豆,牛乳
わかめ,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,長ねぎ,にんじん
ごぼう,こんにゃく 637 27.6

24月
ごはん,すまし汁,豚肉と大豆のみそこんにゃく
野菜の煮浸し,牛乳

わかめ,豚肉,大豆,油揚げ
牛乳

米,でんぷん,油
さとう,ごま油

長ねぎ,えのきだけ,しょうが
キャベツ,こまつな,にんじん
こんにゃく

606 23

25火
ごはん,みそ汁,魚の香味焼き,じゃこと野菜のごま酢がけ
すいか,牛乳

豆腐,わかめ,鮭
ちりめんじゃこ,牛乳

米,さとう,ごま
ごま油

長ねぎ,しょうが,万能ねぎ
もやし,キャベツ,こまつな
にんじん,すいか

589 28.6

26水
ぶどうコッペパン,野菜スープ,マカロニグラタン
野菜サラダ,牛乳

ベーコン,鶏肉,調理用牛乳
生クリーム,牛乳
パルメザンチーズ

ぶどうパン,マカロニ,油
小麦粉,バター,パン粉
さとう

たまねぎ,にんじん,もやし
マッシュルーム(缶),キャベツ
すりおろしりんご(缶)

644 26.4

27木 チキンピラフ,ジュリアンヌスープ,ラタトゥユ,牛乳 鶏肉,ベーコン,牛乳 米,油,バター
たまねぎ,にんじん,マッシュルーム(缶)
にんじん,キャベツ,にんにく,ピーマン
ズッキーニ,なす,トマト水煮(缶)

576 19.5

28金
ナン・大豆入りキーマカレー,ポテトのフレンチサラダ
オレンジゼリー,牛乳

豚肉,大豆,アガー,牛乳
ナン,油,じゃがいも
さとう

たまねぎ,にんじん,しょうが
トマト水煮(缶),にんじん
きゅうり,オレンジジュース 648 26.1

中央区立日本橋小学校

日 曜 献 立 名

世界の料理（ロシア）６月１９日は、ロシア料理のビーフストロガノフを豚肉で作った

ポークストロガノフです。１９世紀、ロシアのストロガノフ伯爵が歯が弱くなったことから、

お抱えのコックさんが肉を薄切りにして作った料理です。

※都合により献立内容を変更する場合があります。

食事の時、よくかんで食べていますか？よくかむと、むし歯を予防した

り、食べすぎをふせいだり、脳の働きを活溌にしたりするなどよい働きが

あります。毎日の食事の中で、よくかむために自分たちでできることがあ

ります。それは、水分で流し込んで食べないこと、かみごたえのあるもの

を食べるようにすることです。5日の給食では、かみごたえのある「し

しゃも」や「切り干し大根」を使ったかみかみメニューを提供します。

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)

６月分平均 627 25.7 27.9 2.7 338 2.3 245 0.43 0.55 30 4.5
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

６月４日～１０日

歯と口の健康週間


