
家庭数

令和２年１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

9 木
揚げパン,クリームシチュー
ブロッコリーとコーンのサラダ,牛乳

鶏肉,調理用牛乳
チーズ,牛乳

コッペパン,油,さとう
じゃがいも,バター
小麦粉

たまねぎ,にんじん,ブロッコリー
スィートコーン,キャベツ 668 23.8

10金
【地産地消　小松菜】
三色丼,すまし汁,あん白玉,牛乳

豚肉,たまご,豆腐
あずき,牛乳

米,さとう,油,
冷凍白玉団子

たまねぎ,にんじん,干しいたけ
ほうれんそう,こまつな
長ねぎ

768 28

14火 ぶどうパン,ポトフ,野菜チップス,りんご,牛乳 豚肉,ウィンナー,牛乳
ぶどうパン,じゃがいも
さつまいも,油

たまねぎ,にんじん,キャベツ
セロリー,れんこん
ごぼう,りんご

595 21.6

15水 ごはん,みそ汁,魚の香味焼き,切り干し大根の煮付け,牛乳
わかめ,鮭,油揚げ
牛乳

米,じゃがいも,さとう
ごま,ごま油,油

長ねぎ,しょうが,万能ねぎ
切り干し大根,にんじん 619 27.9

16木
チキンピラフ,ミネストラスープ
じゃがいもと野菜のサラダ,牛乳

鶏肉,ベーコン,牛乳
米,油,バター,マカロニ
じゃがいも,さとう

たまねぎ,にんじん
マッシュルーム,セロリー
にんにく,こまつな,さやいんげん
トマト水煮,キャベツ

607 18.9

17金
【野菜の日】
ポークカレーライス,キャベツのサラダ
オレンジゼリー,牛乳

豚肉,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,キャベツ,もやし
オレンジジュース

694 19.1

20月
【食育の日　日本の郷土料理　北海道】
ごはん,いもっこ汁,鮭のちゃんちゃん焼き
野菜のごま酢がけ,牛乳

油揚げ,鮭,牛乳
米,さといも,油
さとう,ごま

だいこん,にんじん,長ねぎ
たまねぎ,キャベツ,もやし
しょうが、ほうれんそう

592 27.4

21火
和風スパゲッティ,もやしとにんじんのサラダ
黒砂糖蒸しパン,牛乳

イカ,鶏肉,ベーコン
調理用牛乳,たまご,牛乳

スパゲティ,油,小麦粉
バター,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,さやいんげん,もやし
にんじん

661 27.8

22水 じゃこごはん,みそ汁,肉じゃが,牛乳
油揚げ,ちりめんじゃこ
豚肉,牛乳

米,さとう,ふ
じゃがいも,油

えのきだけ,長ねぎ,たまねぎ
にんじん,さやいえんげん
こんにゃく

605 22.8

23木
コッペパン,野菜スープ,ミートグラタン
野菜のフレンチサラダ,牛乳

ベーコン,豚肉,生クリーム
チーズ,牛乳

コッペパン,じゃがいも
マカロニ,油,さとう

たまねぎ,ほうれんそう,にんじん
にんにく,トマト水煮
キャベツ,もやし

589 23.5

24金
【かみかみメニュー】
ごはん,すまし汁,きびなごの唐揚げ,お浸し
みかん,牛乳

豆腐,きびなご,牛乳 米,でんぷん,油,さとう
こまつな,しめじ,しょうが
キャベツ,にんじん,みかん 588 23.1

27月
【学校給食週間】
ごはん,すいとん,サバの塩焼き,お浸し,牛乳

豚肉,さば,牛乳
米,油,さといも,小麦粉
さとう

だいこん,にんじん,はくさい
ほうれんそう 674 23.8

28火
【学校給食週間】
ごはん,のりの佃煮,栄養みそ汁,筑前煮,牛乳

ほしのり,油揚げ,豆腐
豚肉,竹輪,牛乳

米,さとう,油
じゃがいも

だいこん,にんじん,こまつな
しょうが,ごぼう
たけのこ水煮,干しいたけ
さやいんげん,こんにゃく

610 23

29水
【学校給食週間】
ジャムドッグ,野菜スープ,くじらの竜田揚げ
わかめとキャベツのサラダ,牛乳

ベーコン,くじら肉
わかめ,牛乳

コッペパン,油,さとう
いちごジャム,じゃがいも
でんぷん

チンゲンサイ,たまねぎ,にんじん
しょうが,キャベツ
スィートコーン

585 26.1

30木
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

610 23.2

31金
ごはん,なめたけ,みそ汁,卵焼き
野菜のしょうがじょうゆかけ,牛乳

油揚げ,たまご,牛乳 米,油,さとう
えのきだけ,だいこん,こまつな
たまねぎ,干しいたけ,にんじん
ほうれんそう,もやし,しょうが

582 23.2

29
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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。
２０日の食育の日は、

「ちゃんちゃん焼き」で

す。鮭などの魚を野菜や

山菜と一緒に鉄板で蒸し

焼きにした料理で、北海

道の郷土料理です。北海

道の猟師町で古くから食

べられていました。

こ

の

期

間

２７日 ～明治・大正時代の給食～
≪ごはん・すいとん・サバの塩焼き・お浸し≫
給食が始まった当初（明治22年頃）は、「おにぎり、魚の塩焼き、漬物」などを出して

いました。「すいとん」は、昭和初期の給食です。腹持ちがよいため、食料が少なかっ

た頃によく食べられていました。

２８日 ～大正時代の給食～
≪ごはん・のりの佃煮・栄養みそ汁・筑前煮,≫
大正12年に、子どもたちの栄養改善のための方法として、学校給食が国から奨励

されました。大正時代の給食は、肉や魚などの主菜が少ないかわりに、炭水化物が

多かったそうです。栄養みそ汁は、油揚げと豆腐を入れ具だくさんにしたみそ汁です。

２８日 ～中央区の食文化～
≪のりの佃煮≫中央区佃島でうまれた「佃煮」です。

２９日 ～昭和の給食～
≪ジャムドッグ・,野菜スープ・くじらの竜田揚げ・わかめとキャベツのサラダ≫
戦争中は、食糧難のため、給食が続けられないところが多くなってしまいました。

昭和２１年１２月２４日アメリカの物資支援で給食が再開されました。昭和２７年、

小麦粉に対する半額補助が開始され４月から全国すべての小学校を対象に

完全給食がはじまりました。

１月1１日は鏡開きで

す。お供えしていた鏡

もちを、おしるこなど

にして食べる日です。

給食では、１０日に

「あん白玉」を提供し

ます。

１月１１日は

「鏡開き」

１月２４日から３０日は学校給食週間です。学校給

食は、子どもたちの栄養改善を行うために明治22年

に山形県で始まったといわれています。全国学校給

食週間は、学校給食の意義や役割などをについて理

解と関心を高め、より一層の充実をはかることを目的

として定められました。

明治22年

学校給食の歴史

昭和22年

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)

1月分平均 628 24 26.3 2.5 628 2.2 263 0.43 0.57 36 4.5
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

【おにぎり・塩鮭・菜の漬物】

日本で最初の給食

【ミルク（脱脂粉乳）・トマトシチュー】

第二次大戦後、再開した給食


