
家庭数

令和元年１2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 月
【日本の郷土料理・きりたんぽ】
ごはん,きりたんぽ汁,卵焼き,野菜のごま酢かけ,牛乳

鶏肉,油揚げ,卵
牛乳

米,きりたんぽ,油
さとう,ごま

にんじん,ごぼう,干しいたけ
長ねぎ,たまねぎ,もやし
ほうれんそう

624 24.3

3 火
ゆかりごはん,すまし汁,すきやき豆腐
りんご,牛乳

わかめ,豚肉,豆腐
牛乳

米,油,さとう

ゆかり,ぶなしめじ,こまつな
はくさい,たまねぎ,にんじん
えのきだけ,長ねぎ
つきこんにゃく,りんご

632 26.8

4 水
ごはん,みそ汁,魚のサクサク揚げ
野菜のしょうがじょうゆかけ,牛乳

さば,牛乳
米,でんぷん,油
さとう,ごま,パン粉

きゃべつ,にんじん,長ねぎ
えのきだけ,しょうが
こまつな,もやし

703 23.5

5 木
コッペパン,野菜と豆のスープ,マカロニグラタン
キャベツと青菜のサラダ,牛乳

ベーコン,手亡,鶏肉
調理用牛乳,生クリーム
チーズ,牛乳

コッペパン,じゃがいも
油,マカロニ,小麦粉
バター,パン粉,さとう

たまねぎ,にんじん,キャベツ
マッシュルーム(缶),こまつな
にんじん

629 25.2

6 金
【地産地消　白菜】
チキンカレーライス,わかめと白菜のサラダ
オレンジゼリー,牛乳

鶏肉,わかめ,アガー
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,はくさい
オレンジジュース

690 18.7

9 月
【野菜たっぷりメニュー】
ごはん,春雨スープ,揚げぎょうざ,じゃこと野菜のサラダ
牛乳

ベーコン,豚肉
ちりめんじゃこ,牛乳

米,春雨,ごま油
ぎょうざの皮,小麦粉
油,さとう

たまねぎ,にんじん,チンゲンサイ
にんにく,しょうが,はくさい
長ねぎ,にら,こまつな,もやし

628 19.3

10火
鶏ごぼうピラフ,キャベツとコーンのクリームスープ
ブロッコリーのサラダ,牛乳

鶏肉,ベーコン
調理用牛乳,牛乳

米,米粒麦,油
バター,小麦粉,さとう

ごぼう,にんじん,しょうが
さやえんどう,たまねぎ,キャベツ
ブロッコリー,クリームコーン(缶)
スィートコーン(缶)

607 19.7

11水
【かみかみメニュー】
ごはん,吉野汁,ししゃものカレー揚げ,お浸し,牛乳

鶏肉,豆腐,ししゃも
牛乳

米,でんぷん,小麦粉
油,さとう

にんじん,ごぼう,ほうれんそう
はくさい 575 21.4

12木
スパゲッティーオレガノソース,海藻と野菜のサラダ
オレンジカップケーキ,牛乳

豚肉,わかめ,ひじき
卵,牛乳

スペゲティ,油,さとう
小麦粉,バター

たまねぎ,にんにく,とうがらし
トマト水煮(缶),キャベツ
にんじん,こまつな,マーマレード
オレンジジュース

728 28

13金
フレンチトースト,ミネストラスープ
野菜のフレンチサラダ,りんご,牛乳

卵,調理用牛乳
豚肉,ベーコン,牛乳

食パン,さとう,マカロニ
油,じゃがいも

たまねぎ,にんじん,にんにく
セロリー,トマト水煮(缶)
さやいんげん,キャベツ
にんじん,もやし,りんご

601 25

16月
コッペパン,かぶのスープ,白身魚のピザソース焼き
じゃがいものハニーサラダ,みかん,牛乳

星型かまぼこ,ホキ
チーズ,牛乳,ベーコン

コッペパン,油
じゃがいも,はちみつ

かぶ（葉）,にんじん
たまねぎ,マッシュルーム(缶)
ピーマン,キャベツ,にんじん
みかん

613 28.3

17火 親子丼,すまし汁,小松菜とじゃこの煮浸し,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,ごま油

たまねぎ,にんじん,長ねぎ
こまつな,はくさい
つきこんやく

623 26.8

18水 チャーハン,中華スープ,バンサンスー,牛乳
豚肉,卵,ベーコン
ボンレスハム,牛乳

米,ごま油,油
春雨

たまねぎ,長ねぎ,干しいたけ
にら,にんじん,キャベツ,もやし 601 20.2

19木
【世界の料理　インド・タンドリーチキン】
黒砂糖パン,トマトカレースープ,タンドリーチキン
コンビネーションサラダ,牛乳

豚肉,鶏肉,牛乳
まぐろ油漬け(缶)
プレーンヨーグルト

黒砂糖パン,油
じゃがいも,さとう

たまねぎ,にんじん,トマト水煮(缶)
にんにく,こまつな,キャベツ
もやし,スィートコーン(缶)

570 26.5

20金
ごはん,大豆とかぼちゃの揚げ煮,みそ汁
鯖のゆずみそ焼き,お浸し,牛乳

大豆,かえり煮干し
油揚げ,さば,牛乳

米,でんぷん,油,さとう
ごま

かぼちゃ,だいこん,こまつな
しょうが,長ねぎ,ゆず,はくさい
ほうれんそう,にんじん

730 28.3

23月
ごはん,みそ汁,豆腐ハンバーグ,コーンと野菜のサラダ
牛乳

油揚げ,豚肉,豆腐
卵,牛乳

米,油,パン粉,さとう
もやし,こまつな,たまねぎ,
だいこん,キャベツ,にんじん
スィートコーン(缶)

643 26.3

24火
ソフトフランスパン,にんじんポタージュ
クリスピーチキン,シーザーサラダ
サイダーゼリー,牛乳

ベーコン,調理用牛乳
生クリーム,鶏肉
牛乳,チーズ,アガー

ソフトフランスパン,油
バター,小麦粉
コーンフレーク,さとう
マヨネーズ

たまねぎ,にんじん,パセリ,にんにく
キャベツ,きゅうり,レモン
パイン(缶)

787 27.6

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。

かぜをひきにくい生活習慣

かぜに負けない体をつくるには、食事・運動・睡眠が重要です。１日３食を

規則正しくしっかりと食べること、体をしっかり動かすこと、夜ふかしをし

ないで早めに寝て、しっかり体を休めることです。これによって体力をつけ、

体の抵抗力を高めることで丈夫な体をつくることができます。

冬至は、１年で最も昼の長

さが短くなる日です。昔から

この日はかぼちゃを食べたり、

ゆず湯に入る習慣があります。

かぼちゃを食べたりゆず湯に

入ると風邪をひかずに健康に

すごせるといわれています。

給食では、２０日（金）に

冬至メニューで“大豆とかぼ

ちゃの揚げ煮・さばのゆずみ

そ焼き”を提供します。

★おせち料理★
おせち料理は、毎日忙しい家の人が、お正月はゆっくり休めるようにと昔から作られてきました。食材の

一つ一つに、願いやお祝いの気持ちや意味があります。

・えび

腰が曲がるまで長生き

できますように。

・かずのこ

子どもや孫に恵まれま

すように。

・たづくり

畑や田の作物がよく実

りますように。

・黒まめ

健康でまめに暮らせま

すように。

・きんとん

金運を呼ぶ縁起物です。

・昆布巻き

よろこぶ事があります

ように。

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)

12月分平均 644 24.5 30 2.5 354 2.2 278 0.43 0.59 33 4.1
650 24 25～30 2 350 3 170 0.4 0.4 20 5

ビタミン

学校給食摂取基準


