
家庭数

令和元年１1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 ごはん,中華スープ,豚肉と高野豆腐の甘酢あん,牛乳
ベーコン,凍り豆腐,豚肉
牛乳

米,ごま油,でんぷん
じゃがいも,油,さとう

たまねぎ,チンゲンサイ,にんじん
しょうが,干しいたけ,ピーマン 636 23.7

5 火 豚肉の柳川丼,すまし汁,じゃこと野菜のサラダ,牛乳
豚肉,卵,わかめ,
ちりめんじゃこ,牛乳

米,米粒麦,さとう,油
にんじん,長ねぎ,さやいんげん
えのきだけ,こまつな,もやし
ごぼう

633 27.9

6 水
ミルクパン,野菜スープ,チリコンカン,粉ふきいも
ぶどうゼリー,牛乳

大豆,豚肉,アガー,牛乳
ミルクパン,油,小麦粉
じゃがいも,さとう

たまねぎ,こまつな,キャベツ
にんじん,にんにく,パセリ
ぶどうジュース

623 26.3

7 木
ごはん,みそ汁,はたはたのピリ唐揚げ
野菜の煮浸し,牛乳

豆腐,はたはた,油揚げ
牛乳

米,でんぷん,油,いりごま
さとう,ごま油

キャベツ,えのきだけ,長ねぎ
にんにく,こまつな,にんじん 591 22

8 金
【いい歯の日】【地産地消・キャベツ】
れんこん入りカレーライス,かみかみサラダ,みかん,牛乳 豚肉,ちりめんじゃこ,牛乳

米,米粒麦,じゃがいも,油
いりごま,さとう,ごま油

たまねぎ,にんじん,れんこん
しょうが,にんにく,ごぼう
キャベツ,スィートコーン(缶)
みかん

744 20.8

11月 ごはん,なめたけ,みそ汁,生揚げと大根の煮物,牛乳
わかめ,豚肉,生揚げ
うずらの卵,牛乳

米,じゃがいも,油,さとう
でんぷん

えのきだけ,長ねぎ,にんにく
しょうが,だいこん,にんじん
チンゲンサイ

630 24.1

12火
ガーリックトースト,秋の香りシチュー,カラフルサラダ
プルーン,牛乳

鶏肉,調理用牛乳
生クリーム,牛乳

食パン,バター,じゃがいも
油,小麦粉,さとう

にんにく,パセリ,かぼちゃ
たまねぎ,しめじ,ブロッコリー
キャベツ,赤ピーマン,もやし
きゅうり,プルーン

593 22

13水 さんまのかば焼き丼,秋のみそ汁,お浸し,牛乳 油揚げ,さんま,牛乳
米,さつまいも,でんぷん
油,さとう

にんじん,長ねぎ,しめじ
はくさい,もやし,こんにゃく 743 26.2

14木
パエリア,青菜ときのこのスープ
ポテトとほうれん草のサラダ,ベイクドチーズケーキ
牛乳

イカ,鶏肉,ベーコン,クリームチーズ
いちょう型かまぼこ,ハム
卵,調理用牛乳,牛乳

米,油,バター,じゃがいも
マヨネーズ,さとう

にんにく,たまねぎ,キャベツ
マッシュルーム(缶),ピーマン
赤ピーマン,しめじ,えのきだけ
チンゲンサイ,ほうれんそう

673 24.6

15金 みそラーメン,豆腐ナゲット,柿,牛乳 豚肉,豆腐,卵,ひじき,牛乳
蒸し中華麺,いりごま
ごま油,でんぷん,油

しょうが,にんにく,長ねぎ
にんじん,たまねぎ,もやし,柿
にら,スィートコーン(缶)
万能ねぎ

616 26.2

18月
【日本の郷土料理・呉汁】
ごはん,呉汁,めかじきの照り焼き,糸寒天のごま酢かけ
牛乳

大豆,豚肉,油揚げ
めかじき,糸寒天
牛乳

米,油,さとう,いりごま
だいこん,にんじん,ごぼう,長ねぎ
こまつな,スィートコーン(缶) 620 29.5

19火
【お弁当給食】
わかめごはん,鶏の唐揚げ,野菜のおかか炒め
じゃがいものそぼろ煮,みかん,牛乳

わかめ,鶏肉,かつお削り節
豚肉,牛乳

米,でんぷん,油
じゃがいも,さとう

しょうが,キャベツ,こまつな
にんじん,たまねぎ,さやいんげん
みかん

768 28.8

20水 スパゲッティミートソース,豆入りサラダ,りんご,牛乳
豚肉,大豆,チーズ
いんげんまめ,牛乳

スパゲッティ,油,でんぷん
さとう

たまねぎ,にんじん,にんにく
トマト水煮(缶),にんじん
キャベツ,りんご

630 23.8

21木
ごはん,みそ汁,鮭の花かご焼き
野菜のしょうがじょうゆかけ,牛乳

鮭,チーズ,牛乳 米,マヨネーズ
ほうれんそう,長ねぎ,えのきだけ
ピーマン,赤ピーマン,キャベツ
にんじん,しょうが

608 27.4

22金
ミルクバンズパン,青菜ともやしのスープ,コロッケ
ゆで野菜,みかん,牛乳

ベーコン,豚肉,牛乳
ﾐﾙｸﾊﾞﾝｽﾞﾊﾟﾝ,じゃがいも
油,小麦粉,パン粉

もやし,チンゲンサイ
にんじん,たまねぎ
キャベツ,みかん

667 23

25月
茶めし,けんちん汁,魚のごまみそだれ,野菜の和風サラダ
牛乳

鶏肉,豆腐,鮭,牛乳
米,油,じゃがいも,ごま油
さとう,いりごま

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

628 31.6

26火 黒砂糖パン,クリームシチュー,野菜サラダ,りんご,牛乳
鶏肉,調理用牛乳,チーズ
牛乳

黒砂糖パン,じゃがいも
油,バター,小麦粉,さとう

たまねぎ,にんじん,キャベツ
もやし,すりおろしりんご(缶)
りんご

597 21.6

27水
五目うどん,ひじきとキャベツのサラダ
抹茶カップケーキ,牛乳

鶏肉,油揚げ,ひじき
卵,調理用牛乳,牛乳

うどん,油,さとう,小麦粉
バター,甘納豆

長ねぎ,にんじん
たけのこ水煮(缶),ごぼう
キャベツ,スィートコーン(缶)

592 22.6

28木 中華丼,サンラータン,ハムと野菜の中華サラダ,牛乳
豚肉,イカ,うずらの卵
鶏肉,豆腐,卵,ハム,牛乳

米,でんぷん,油,さとう
ごま油

しょうが,たまねぎ,キャベツ
たけのこ水煮(缶),にんじん
干しいたけ,にんにく,こまつな
さやえんどう,もやし

680 31

29金
ピザトースト,野菜と豆のスープ
青菜ともやしのサラダ,みかん,牛乳

ハム,チーズ,ベーコン
豚肉,手亡,牛乳

食パン,油,じゃがいも
さとう

たまねぎ,にんにく,ピーマン
マッシュルーム(缶),にんじん
キャベツ,こまつな,もやし,みかん
トマト水煮(缶)

613 26.9

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。

19日はお弁当給食です。

普段は、食器に盛り付

ける給食をお弁当箱に盛

り付けて提供します。

１１月８日は「いい歯の日」です。

「いい歯の日」は、８０歳になっても自分の歯を２０本以上保とうという「８０２０運動」推進の一環です。中央区では、「カミ

ング３０（カミングサンマル）」運動として、よく噛んで味わって食べることを推進しています。よく噛んで食べることは、肥

満の予防や脳の活性化に効果があります。また、食材本来の味を楽しんだり、歯を丈夫にすることもできます。

給食では、８日に噛む回数の少ないメニューの１つであるカレーライスに嚙みごたえのある「れんこん」を入れた「れん

こん入りカレーライス」と嚙みごたえのある「ごぼう」と「ちりめんじゃこ」を使った「かみかみサラダ」を提供します。この機

会に噛むことを意識してみましょう。

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)

11月分平均 644 25.5 29.2 2.6 346 2.4 261 0.44 0.57 41 4.5
650 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

ハチマルニイマル

日本の郷土料理

「呉汁」

大豆をすりつぶしたもの

を呉といい、それを汁に入

れたものを呉汁といいます。

呉汁は、北陸・九州など

日本各地で食べられてい

る料理です。


