
家庭数

令和２年２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 月
いわしのかば焼き丼,具だくさんすまし汁
きなこ豆,牛乳

かまぼこ,削り節,まいわし
大豆,きな粉,牛乳

米,でんぷん,油,さとう
長ねぎ,こまつな,えのきたけ
にんじん 651 26.8

4 火 ひじきごはん,みそ汁,生揚げと大根の煮物,牛乳
ひじき,油揚げ,わかめ
豚肉,生揚げ,うずらの卵
牛乳

米,油,さとう,じゃがいも
でんぷん

にんじん,長ねぎ,にんにく
しょうが,だいこん
チンゲンサイ

646 24.8

5 水
鶏ごぼうピラフ,野菜スープ,小松菜とツナのサラダ
牛乳

鶏肉,豚肉,まぐろ油漬け
牛乳

米,米粒麦,油,バター
じゃがいも

ごぼう,にんじん,しょうが
さやいんげん,チンゲンサイ
たまねぎ,こまつな,もやし
スィートコーン,レモン(汁)

577 20.9

6 木
黒砂糖パン,青菜のスープ,ポークビーンズ
ポンカン,牛乳

ベーコン,豆腐,豚肉
大豆,牛乳

黒砂糖パン,じゃがいも
油,さとう

にんじん,ほうれんそう,たまねぎ
にんにく,しょうが,ポンカン 575 25.4

7 金
【地産地消  にんじん 】【野菜の日】
 五目たんめん,まさご揚げ
 野菜のしょうがじょうゆかけ,牛乳

豚肉,豆腐,たまご,牛乳
蒸し中華麺,油,でんぷん
さとう

はくさい,にら,もやし,にんじん
たまねぎ,キャベツ,ほうれんそう
しょうが

614 27.5

10 月 ごはん,ふりかけ,すまし汁,ひじき入り卵焼き,お浸し,牛乳
ちりめんじゃこ,豆腐
削り節,あおのり
ひじき,たまご,牛乳

米,いりごま,さとう,油
こまつな,長ねぎ,たまねぎ
にんじん,干しいたけ
はくさい,もやし

591 24.6

12 水
コッペパン,かぶのスープ,鮭とじゃがいものチーズ焼き
わかめと白菜のサラダ,プルーン,牛乳

ベーコン,鮭,調理用牛乳
チーズ,わかめ,牛乳

コッペパン,じゃがいも
小麦粉,バター,油,さとう

かぶ(葉),にんじん,たまねぎ
スィートコーン,はくさい
にんじん,プルーン 585 26.1

13 木 ごはん,豆腐だんご汁,五目うま煮,牛乳 豆腐,豚肉,牛乳
米,白玉粉,さといも
さとう

こまつな,長ねぎ,しょうが,ごぼう
にんじん,れんこん,干しいたけ
さやいんげん,こんにゃく 596 22.6

14 金
スパゲティトマトソース,じゃこと野菜のサラダ
ココアカップケーキ,牛乳

豚肉,チーズ
ちりめんじゃこ
調理用牛乳,たまご,牛乳

スパゲッティ,油,さとう
小麦粉,バター

たまねぎ,にんじん,にんにく
マッシュルーム,ピーマン
トマト水煮,こまつな,もやし

656 25.9

17 月
【かみかみメニュー】
わかめごはん,みそ汁,いそべ揚げ,お浸し,牛乳

わかめ,豆腐,ししゃも
あおのり,ちくわ
牛乳

米,小麦粉,油,さとう
えのきだけ,長ねぎ
はくさい,もやし,にんじん 670 26.2

18 火
コッペパン,野菜と豆のスープ,メキシコ風鶏の煮込み
粉ふきいも,牛乳

ベーコン,豚肉,大豆,鶏肉
牛乳

コッペパン,じゃがいも,油
小麦粉,バター

にんにく,たまねぎ,キャベツ
にんじん,マッシュルーム
スィートコーン,パセリ

663 32.6

19 水
【世界の料理　ベトナム】
コムチェン（チャーハン）
フォー,春雨のパリパリサラダ,牛乳

豚肉,たまご,鶏肉,牛乳
米,米粒麦,油,,米粉麺
春雨,ごま油,さとう
ワンタンの皮

にんにく,長ねぎ,にんじん
チンゲンサイ,しょうが,もやし
ニラ,セロリー,きゅうり

575 19.2

20 木
ごはん,豆乳みそ汁,魚のあずま煮
じゃこと野菜のごま酢がけ,牛乳

油揚げ,豆乳,鮭
ちりめんじゃこ,牛乳

米,さつまいも,でんぷん
油,さとう,ごま

はくさい,万能ねぎ,もやし
こまつな,にんじん 671 28.5

21 金
ポークカレーライス,コーンと野菜のサラダ
りんごゼリー,牛乳

豚肉,アガー,牛乳 米,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
スィートコーン
りんごジュース

710 18.6

25 火
ごはん,豚汁,鮭のてりやき,糸寒天のごま酢がけ
牛乳

豚肉,豆腐,鮭,糸寒天
牛乳

米,油,じゃがいも,さとう
ごま

だいこん,ごぼう,にんじん
長ねぎ,こまつな
スィートコーン,つきこんにゃく

618 30.5

26 水 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

長ねぎ,にら,にんじん
しょうが,たまねぎ
干しいたけ,ピーマン

634 23.8

27 木
ごはん,すまし汁,魚のみぞれがけ,野菜のおかか炒め
牛乳

わかめ,さば,削り節
牛乳

米,でんぷん,油,さとう
長ねぎ,ほうれんそう
しょうが,だいこん
キャベツ,こまつな

648 22.6

28 金 ごはん,春雨スープ,麻婆豆腐,牛乳
ベーコン,豆腐,豚肉
大豆,牛乳

米,春雨,ごま油,油,さとう
でんぷん

長ねぎ,にら,にんじん
たまねぎ,干しいたけ
にんにく,しょうが

647 25.7

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。

毎月１９日は「食育の日」

１９日の食育の日は、ベトナム料理です。ベトナムは、南北に

長い細い国です。年に３回米がとれることから世界有数の米の

生産国でもあります。また、米から作った平たい麺のフォーや丸

い麺のブンなど米を使った麺料理が多くあります。２月の給食で

は平たい麺のフォーを使ったスープとベトナムのチャーハンのコ

ムチェンを提供します。

春を迎える立春の前日のことを「節分」と呼びます。節分に、

炒り豆を年の数や、年の数に１つ足した数を食べると１年を元

気に過ごすことができるといわれています。豆まきや、柊の枝

に焼いたいわしの頭をさした「柊鰯（ひいらぎいわし）」は、

鬼（病気や災い）を追い払うという意味があります。

給食では『いわしのかば焼き丼』、『きなこ豆』を提供します。

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)

２月分平均 628 25.1 27.5 2.6 343 2.5 246 0.42 0.55 28 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


