
家庭数

令和元年９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

3 火
【野菜の日】
野菜たっぷりドライカレー,わかめとキャベツのサラダ
梨,牛乳

豚肉,大豆,わかめ,牛乳
米,米粒麦,油,バター
でんぷん,さとう

にんにく,しょうが,たまねぎ
にんじん,ピーマン,キャベツ
トマト水煮(缶),梨
スィートコーン(缶)

664 21

4 水 ごはん,沢煮椀,魚のつけ焼き,五目豆,牛乳
豚肉,鮭,大豆,角切昆布
牛乳

米,さとう
だいこん,にんじん,干しいたけ
ごぼう,こんにゃく 595 30.1

5 木 コーンピラフ,野菜のクリームスープ
じゃこと野菜のサラダ,牛乳

豚肉,ちりめんじゃこ
調理用牛乳,牛乳

米,油,バター,小麦粉
さとう

たまねぎ,ピーマン,赤ピーマン
スィートコーン(缶),チンゲンサイ
にんじん,こまつな,キャベツ 592 17.9

6 金 野菜のあんかけそば,春雨スープ,大学いも,牛乳 豚肉,ベーコン,牛乳
蒸し中華麺,でんぷん,油
春雨,ごま油,さつまいも
中ざらめ,ごま

キャベツ,チンゲンサイ,もやし
にんじん,たまねぎ 650 21.6

9 月
わかめごはん,すまし汁,さばのカレー焼き
さつまいものカリカリサラダ,牛乳

わかめ,豆腐,花形かまぼこ
さば,牛乳

米,さとう,さつまいも
油,ごま

長ねぎ,しめじ,こまつな,にんじん
もやし 681 24.1

10火
【野菜の日】
シナモントースト,豚肉とトマトのスープ
野菜６０ｇのサラダ,牛乳

豚肉,生クリーム,牛乳
食パン,バター,さとう,油
じゃがいも,中ざらめ

たまねぎ,にんじん,しめじ
キャベツ,トマト水煮(缶)
ほうれんそう,もやし

573 21.6

11水
和風スパゲティ,ポテトとごまドレッシングサラダ
黒砂糖蒸しパン,牛乳

イカ,鶏肉,卵,調理用牛乳
牛乳

スパゲティ,油,小麦粉
バター,じゃがいも,ごま
さとう,黒砂糖

にんにく,しょうが,とうがらし
たまねぎ,にんじん,キャベツ,しめじ
スィートコーン(缶),レーズン

706 27.5

12木
【地産地消「とうがん」】
ごはん,ごま塩,とうがんのみそ汁,いりどり,牛乳

油揚げ,鶏肉,ちくわ,牛乳
米,ごま,油,じゃがいも
さとう

とうがん,長ねぎ,ごぼう
にんじん,たけのこ水煮(缶)
干しいたけ,さやいんげん
こんにゃく

624 23.6

13金 三色丼,すまし汁,みたらしだんご,牛乳
豚肉,たまご,わかめ
月見かまぼこ,牛乳

米,さとう,油
冷凍白玉だんご,でんぷん

たまねぎ,にんじん
干しいたけ,ほうれんそう
しめじ,こまつな

685 24.5

17火 ごはん,かきたま汁,肉じゃが,梨,牛乳 豆腐,たまご,豚肉,牛乳
米,でんぷん,じゃがいも
油,さとう

こまつな,たまねぎ,にんじん
こんにゃく,さやいんげん
梨

618 22.5

18水
ごはん,小松菜とじゃこのふりかけ,みそ汁
鶏肉の香味焼き,青菜ともやしのサラダ,牛乳

ちりめんじゃこ,わかめ
削り節,鶏肉,牛乳

米,油,じゃがいも,ごま
ごま油,さとう

こまつな,長ねぎ,しょうが
万能ねぎ,もやし,にんじん 611 24.6

19木
【食育の日・世界の料理　～イギリス～】
コッペパン,野菜スープ,シェパーズパイ
カラフルピクルス,牛乳

豚肉,シュレッドチーズ
調理用牛乳,牛乳

コッペパン,油,さとう
じゃがいも,でんぷん
バター

にんじん,チンゲンサイ,たまねぎ
セロリー,にんにく
しょうが,トマト水煮(缶)
ブロッコリー,だいこん

601 28.1

20金

【野菜の日】
さつまいもごはん,野菜６０gのみそ汁,きびなごの唐揚げ
野菜の煮浸し,牛乳

きびなご,油揚げ,牛乳
米,もち米,さつまいも
ごま,でんぷん,油,ごま油
さとう

たまねぎ,もやし,こまつな
しょうが,キャベツ,にんじん 613 23.2

24火
ぶどうコッペパン,野菜スープ,白身魚のマリネ
ラタトゥユ,梨,牛乳

ベーコン,ホキ,牛乳
ぶどうパン,じゃがいも
でんぷん,油,さとう

たまねぎ,にんじん,ピーマン,なす
マッシュルーム水煮(缶),赤ピーマン
にんにく,ズッキーニ
トマト水煮(缶),梨

592 23.7

25水
チャーハン,ワンタンスープ
野菜の中華ドレッシングサラダ,牛乳

豚肉,たまご,牛乳
米,ごま油,油
ワンタンの皮,さとう

たまねぎ,長ねぎ,干しいたけ
ニラ,しょうが,キャベツ
もやし,にんじん

587 22.6

26木 ごはん,吉野汁,筑前煮,牛乳
鶏肉,豆腐,豚肉
ちくわ,牛乳

米,でんぷん,油
じゃがいも,さとう

にんじん,ごぼう,ほうんそう
しょうが,干しいたけ
さやいんげん,こんにゃく

598 23.3

27金
ごはん,なめこ汁,ひじき入り卵焼き
キャベツと油揚げの和風サラダ,牛乳

豆腐,ひじき,たまご
油揚げ,牛乳

米,油,さとう,ごま
なめこ水煮(缶),長ねぎ
たまねぎ,にんじん
干しいたけ,キャベツ,しょうが

626 24.8

30月
きな粉揚げパン,ヌードルスープ,キャベツと青菜のサラダ
クリスタルゼリー,牛乳

きな粉,豚肉,アガー
牛乳

コッペパン,油,さとう
ヌイユ,じゃがいも

たまねぎ,トマト水煮(缶)
さやいんげん,キャベツ
こまつな,にんじん,パイン(缶) 649 21.3

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。

「シェパーズパイ」は、イ

ギリスのイングランド地方

の料理です。本来は羊肉

を使って作りますが、給食

では豚肉を使います。

9月20日からラグビー

ワールドカップがはじまり

ます.

ラグビーはイングランド発

祥のスポーツです。シェ

パーズパイは、ラグビーの

盛んなニュージーランド・

オーストラリアでもよく食べ

られている料理です。

１９日は「食育の日」

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)

９月分平均 626 23.7 27.3 2.5 327 2.2 250 0.43 0.55 35 4.3
650 24 25～30 2.4 350 3 170 0.4 0.4 4.3 5

ビタミン

学校給食摂取基準

(サン・ゴー・マル)
毎年９月は、国が主体となり展開する「食生活改善普及運動月間」および「健康増進普及月間」です。健康な心と

体をつくるためには、食生活を整えることが重要です。

中央区では、9月を「食べよう野菜３５０」運動の強化月間としています。「食べよう野菜３５０」運動は、大人

１日あたり３５０ｇ以上の野菜を食べることを目標とした運動です。３５０ｇの野菜は、１皿７０ｇの野菜料理を５

皿食べることで摂取できます。<７0g×5皿＝3５0g>

小学生の目標量は３００ｇ以上です。大人と同じく１日５皿を目標とし、量は１皿６０ｇです。

<60g×5皿＝300g> 同じ種類の野菜300gではなく、様々な野菜、旬の野菜を食べることで栄養バランスの良い

食べ方ができます。給食では、3日・10日・20日を【野菜の日】とし、3日のやさいたっぷりドライカレーは野菜

量120g(2皿分) 、10日・20日は野菜量60ｇの料理を提供します。


