
家庭数

令和元年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 水 ハヤシライス,きのこソースサラダ,りんご
牛乳

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
マッシュルーム水煮(缶)
キャベツ,もやし,えのきだけ
しめじ,りんご

639 23.5

3 木
ふきよせごはん,みそ汁,鮭の塩焼き
野菜のしょうがじょうゆかけ,牛乳

油揚げ,鮭,牛乳
米,もち米,むきぐり
じゃがいも

しめじ,にんじん,たまねぎ
キャベツ,こまつな,にんじん
しょうが

581 26.9

4 金
【地産地消・キャベツ】
バタートースト,ポトフ,野菜チップス,牛乳

豚肉,ウィンナー,牛乳
食パン,さとう,バター
じゃがいも,油,さつまいも

たまねぎ,にんじん,キャベツ
セロリー,さやいんげん
れんこん,ごぼう

603 22.1

7 月
【日本の郷土料理・長崎】
ごはん,ヒカド,肉だんごと野菜の中華煮,牛乳

豚肉,めかじき,たまご
凍り豆腐,うずらの卵,牛乳

米,さつまいも,でんぷん
油,さとう,ごま油

だいこん,にんじん,干しいたけ
たまねぎ,しょうが,にんじん,もやし
キャベツ,ピーマン,赤ピーマン

743 29.2

8 火 ごはん,すまし汁,さばのみそ煮,お浸し,牛乳 わかめ,さば,牛乳 米,さとう
長ねぎ,ほうれんそう,,しょうが
もやし,こまつな,にんじん 623 22.8

9 水
メキシカンライス,パスタスープ
青菜ともやしのオニオンサラダ,柿,牛乳

ウィンナー,豚肉,牛乳 米,油,マカロニ,さとう

たまねぎ,ピーマン,にんじん
スィートコーン(缶)
チンゲンサイ,もやし,キャベツ
すりおろしりんご(缶),柿

630 19.1

10木
コッペパン,青菜のスープ,チーズ入り卵焼き
じゃがいもと野菜のサラダ,牛乳

ベーコン,豆腐,調理用牛乳
たまご,チーズ,牛乳

コッペパン,油,バター
じゃがいも,さとう

にんじん,ほうれんそう,たまねぎ
マッシュルーム(缶),キャベツ
こまつな

603 27.4

11金 ごはん,野菜スープ,大豆入り春巻き
じゃこ入り野菜サラダ,牛乳

豚肉,大豆,ちりめんじゃこ
牛乳

米,じゃがいも,春巻きの皮
油,ごま油,春雨,でんぷん
小麦粉,さとう

キャベツ,たまねぎ,にんじん
しょうが,もやし,長ねぎ
こまつな,にんじん
すりおろしりんご(缶)

648 20.4

15火 ごはん,すまし汁,生揚げと豚肉のみそ炒め,牛乳

わかめ,豚肉,生揚げ,牛乳
いちょう型かまぼこ
ハロウィン型かまぼこ

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)
干しいたけ,とうがらし

613 26.5

16水 ごはん,ふりかけ,吉野汁,さんまの筒煮,お浸し,牛乳

ちりめんじゃこ,かつお削り節
あおのり,鶏肉,豆腐
さんま,牛乳

米,いりごま,さとう
でんぷん

にんじん,ごぼう,しょうが
ほうれんそう,もやし 650 26.4

17木 ごはん,みそ汁,こまつなチャンプル,りんご,牛乳
油揚げ,豆腐,たまご
豚肉,かつお削り節
牛乳

米,油,ごま油
えのきだけ,長ねぎ,こまつな
たまねぎ,にんじん,もやし
りんご

648 29

18金
【世界の料理・フランス】
ソフトフランスパン,オニオンスープ,
キッシュフロレンティーヌ,コンビネーションサラダ,牛乳

ベーコン,たまご,チーズ
調理用牛乳,牛乳
まぐろ油漬(缶)

ソフトフランスパン,油
じゃがいも,マヨネーズ
さとう

たまねぎ,にんじん,ほうれんそう
こまつな,キャベツ,もやし
スィートコーン(缶)

586 23.9

21月
ミルクコッペパン,野菜スープ,ポークビーンズ
スィートポテト,牛乳

豚肉,ベーコン,大豆
調理用牛乳,生クリーム
たまご,牛乳

ミルクパン,じゃがいも
油,さとう,さつまいも
バター

たまねぎ,こまつな,キャベツ
にんじん,にんにく,しょうが 641 24.8

23水 ビビンバ,わかめスープ,柿,牛乳 豚肉,わかめ,豆腐,牛乳
米,油,さとう,ごま油
いりごま

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
柿

621 22.6

24木 ごはん,けんちん汁,魚のフライ,ゆで野菜,牛乳 鶏肉,豆腐,ホキ,牛乳
米,油,じゃがいも,ごま油
小麦粉,パン粉

だいこん,にんじんごぼう
長ねぎ,キャベツ,つきこんにゃく 689 30

25金
クリームスパゲッティ,キャバツとにんじんのサラダ
オレンジゼリー,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

たまねぎ,しめじ,エリンギ
マッシュルーム(缶),パセリ
キャベツ,にんじん
オレンジジュース

648 22.4

28月
八宝あんかけそば,五目スープ,青のりビーンズポテト
牛乳

豚肉,イカ,ベーコン,大豆
あおのり,牛乳

蒸し中華麺,油,さとう
でんぷん,じゃがいも

はくさい,しょうが,にんじん
干しいたけ,たけのこ水煮(缶)
さやえんどう,たまねぎ,長ねぎ
にんじん,チンゲンサイ

621 28.2

29火
ごはん,みそ汁,ししゃもとちくわのいそべ揚げ
じゃこと野菜のごま酢かけ,牛乳

からふとししゃも,竹輪
あおのり,ちりめんじゃこ
牛乳

米,小麦粉,油
さとう,いりごま

キャベツ,にんじん,長ねぎ
えのきだけ,もやし,こまつな 661 25

30水 ごはん,春雨スープ,ホイコーロー,牛乳 ベーコン,豚肉,牛乳 米,春雨,油,さとう,ごま油

たまねぎ,にんじん,チンゲンサイ
しょうが,キャベツ,ピーマン
たけのこ水煮(缶),長ねぎ
にんにく,もやし,りんご

630 26

31木
シナモントースト,パンプキンシチュー
コーンと野菜のサラダ,プルーン,牛乳

鶏肉,調理用牛乳
生クリーム,牛乳

食パン,さとう,バター
油,小麦粉,ごま油

かぼちゃ,冷凍うらごしかぼちゃ
たまねぎ,にんじん,パセリ
マッシュルーム水煮(缶),キャベツ
プルーン,スィートコーン(缶)

640 22

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。

地産地消（キャベツ・４日）「ポトフ」のキャベツは、

東京都産です。

日本の郷土料理（長崎・ヒカド・７日）ヒカドとは、ポル

トガル語の「ピカド」が語源で、「物を細かく切る」という意味が

あります。江戸時代、長崎には貿易に携わっていたポルトガ

ル人が住んでいました。彼らが食べていシチューから発展し

た汁物です。

世界の料理（フランス・キッシュフロレンティーヌ・１８日）

ほうれんそうの入ったキッシュです。

10月10日は【目の愛護デー】

目に必要な栄養素「ビタミン

A」はどんな食べ物に多く含

まれているのか紹介します。

「ビタミンA」は油と一緒に食

べると吸収がよくなります。

この機会に目の健康につ

いて考えてみましょう。

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 636 24.9 30 2.6 340 2.6 263 0.45 0.57 36 4.3
650 24 25～30 2.4 2.3 3 170 0.4 36 20 5学校給食摂取基準

ビタミン

秋は『実りの秋』といわれ

るように、旬の食べ物【さつ

まいも・栗・さんま・きのこ

類等】が沢山あります。『実

りの秋』に感謝して、美味し

い秋の味覚を楽しみましょう。

２日 きのこソースのサラダ

３日 ふきよせごはん

１６日 さんまの筒煮

２１日 スィートポテト


