
体をつくるもとになる エネルギーのもとになる 体の調子を整えるもとになる

2 火
二色そぼろ丼　和風サラダ
油揚げともやしのみそ汁　清見オレンジ　牛乳

豚ひき肉,たまご,
油揚げ,みそ,牛乳

米,油,上白糖,ごま油
しょうが,玉ねぎ,にんじん,干し椎茸,
キャベツ,こまつな,もやし,清見オレンジ 827 33.1

6 金 中華おこわ　キャベツのサラダ
ワンタンスープ　抹茶ゼリー　牛乳

鶏肉,焼きちくわ,
豚ひき肉,あずき,
アガー,牛乳

米,もち米,油,ごま油,上白糖,
ワンタンの皮,冷凍白玉だん
ご

しょうが,にんじん,たけのこ,キャベツ,
もやし,干し椎茸,長ねぎ,にら 789 31.0

9 月
ごはん　豆腐ハンバーグ香味ソース
青菜のお浸し　根菜70gのみそ汁　牛乳

豚ひき肉,豆腐,生揚げ,
みそ,牛乳

米,パン粉,上白糖,ごま油,
でんぷん

玉ねぎ,長ねぎ,しょうが,もやし,こまつな,
にんじん,だいこん,れんこん,ごぼう 755 31.9

10 火
ハヤシライス　ガーリックサラダ
カラーオレンジ　牛乳

豚肉,牛乳
米,油,小麦粉,上白糖,
じゃがいも

にんにく,しょうが,玉ねぎ,にんじん,
マッシュルーム缶,セロリー,きゅうり,
チンゲンサイ,オレンジ

827 30.1

11 水
シナモン揚げパン　大豆と野菜のサラダ
サーモンとポテトのスープ　牛乳

オホーツクサーモン,
大豆,牛乳

ドッグパン,油,上白糖,
じゃがいも,ﾏｶﾛﾆ

にんにく,玉ねぎ,にんじん,キャベツ,
こまつな,きゅうり 763 32.8

12 木 麦ごはん　酢鶏　卵ときくらげのコーンスープ　牛乳 鶏肉,たまご,牛乳
米,米粒麦,でんぷん,油,
ごま油,上白糖

しょうが,玉ねぎ,にんじん,たけのこ,
干し椎茸,青ピーマン,こまつな
クリームコーン缶,きくらげ

782 31.3

13 金 焼きそば　中華風豆腐スープ　黒糖豆乳蒸しパン　牛乳
豚肉,鶏肉,豆腐,
豆乳,牛乳

蒸し中華めん,油,ごま油,
でんぷん,小麦粉,黒砂糖

しょうが,にんにく,キャベツ,もやし,
玉ねぎ,干し椎茸,にんじん,にら
チンゲンサイ,えのきたけ,レーズン

784 33.1

16 月
チキンクリームライス　ひじきとれんこんのサラダ
りんご　牛乳

ベーコン,鶏肉,手亡,
生クリーム,粉チーズ,
干ひじき,牛乳

米,米粒麦,油,小麦粉,
バター,上白糖

にんじん,セロリー,玉ねぎ,しめじ,
こまつな,れんこん,もやし,りんご 860 30.6

17 火
わかめごはん　あじのカレーフライ　五色あえ
のっぺい汁　牛乳

わかめ,まあじ,生揚げ,
牛乳

米,米粒麦,小麦粉,パン粉,
油,いりごま,上白糖,さといも,
でんぷん

きゅうり,もやし,キャベツ,にんじん,
こまつな,だいこん,ごぼう,こんにゃく,
長ねぎ

779 32.8

18 水
ココアトースト　豆腐ときのこのシチュー
カラフルサラダ　牛乳

豆腐,鶏肉,牛乳
食パン,上白糖,マーガリン,
バター,小麦粉,じゃがいも,油

しめじ,えのきたけ,玉ねぎ,
チンゲンサイ,にんじん,
スイートコーン缶,きゅうり,パプリカ

764 29.9

19 木 ごはん　大豆入り鶏つくね
野菜のしょうがじょうゆ和え　ぐる煮　牛乳

鶏ひき肉,大豆,みそ,
生揚げ,牛乳

米,油,パン粉,上白糖,
さといも

玉ねぎ,にんじん,しょうが,キャベツ,
もやし,だいこん,ごぼう,こんにゃく,
干し椎茸,さやえんどう

769 32.3

20 金
カレーうどん　　豆腐ナゲット
野菜のおろしポン酢和え　冷凍みかん　牛乳

鶏肉,豚ひき肉,
豆腐,牛乳

うどん,油,上白糖,でんぷん,
いりごま

にんじん,しめじ,玉ねぎ,長ねぎ,
にんじん,万能ネギ,キャベツ,もやし,
きゅうり,だいこん,冷凍みかん

796 32.1

23 月 ごはん　ヤムニョムチキン（韓国揚げ鶏）
韓国風チョレギサラダ　春雨スープ　牛乳

鶏肉,焼きのり,豚肉,
豆腐,牛乳

米,でんぷん,油,上白糖,
ごま油,いりごま,春雨

玉ねぎ,しょうが,にんにく,万能ネギ,キャベツ,
きゅうり,赤ピーマン,こまつな,もやし,にんじん,
チンゲンサイ,長ねぎ,干し椎茸

767 33.2

24 火
新しょうがとじゃこの炊き込みごはん
グリーンピースの卵焼き
都内産こまつなのお浸し　みそ汁　牛乳

油揚げ,ちりめんじゃこ,
豚ひき肉,たまご,みそ,
牛乳

精白米,油,上白糖,でんぷん

しょうが,グリンピース,玉ねぎ,はくさい,
こまつな,にんじん,だいこん 759 31.6

25 水
バーンズパン　フライドフィッシュ
コーンサラダ　カレースープ　セミノール　牛乳

ホキ,鶏肉,牛乳
バーンズパン,小麦粉,
油,上白糖,じゃがいも,
ﾏｶﾛﾆ

キャベツ,にんじん,コーン缶,
チンゲンサイ,玉ねぎ,セロリー,
セミノ－ル

756 33.8

26 木
ごはん　豚肉のしょうが焼き　和風ポテトサラダ
かきたま汁　牛乳

豚肉,たまご,牛乳
米,上白糖,油,でんぷん,
じゃがいも,三温糖

しょうが,玉ねぎ,キャベツ,にんじん,
きゅうり,干し椎茸,長ねぎ,こまつな 764 34.3

27 金
かみかみ丼　豆腐と野菜のスープ
グレープフルーツゼリー　牛乳

豚肉,みそ,豚ひき肉,
豆腐,アガー,牛乳

米,米粒麦,油,上白糖,
いりごま,ごま油,でんぷん

しょうが,ごぼう,にんじん,糸こんにゃく,
れんこん,エリンギ,青ピーマン,
とうがらし,長ねぎ,こまつな,
ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ

774 31.3

30 月 振替休日

31 火
ごはん　さばの味噌煮　磯和え
高野豆腐と青菜のすまし汁　りんご　牛乳

さば,みそ,焼きのり,
凍り豆腐,牛乳

米,上白糖
しょうが,はくさい,ほうれんそう,にんじん
,こまつな,もやし,りんご 845 31.3

　　※都合により献立内容を変更する場合があります。

令和４年度　５月分　献　立　表
中央区立日本橋中学校

日 曜 献　　立　　名
おもな使用食品の働き

ｴﾈﾙｷﾞｰ

kcal
蛋白質
g

栄養価 ｴﾈﾙｷﾞ- たん白質 脂肪 ﾅﾄﾘｳﾑ ｶﾙｼｳﾑ ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 鉄 食物繊維

*１ (食塩相当量)*１ *２ *２ *２ Ａ*２ B1*２ B2*２ C*２ *２

(kcal) (％) (％) (g) (mg) (mg) (mg) (μgRAE) (mg) (mg) (mg) (g)

5月分平均 789 16.3 27.6 1178 376 108 3.2 352 0.58 0.66 39 6.9

830 13～20 20～30 2.5 450 120 4.5 300 0.5 0.6 35 7
 平均栄養価は、*1：学校給食摂取基準の±10%範囲内　*2：学校給食摂取基準の±20%範囲内で調整しています。

ビタミン

学校給食摂取基準

生徒１人１回当りの平均栄養摂取量（中学校）

【ぐる煮】大根、にんじん、里芋といった根菜中心に使った煮物のことです。「ぐる」とは土佐の方言で、「仲間」「みんな」といった意味があ

り、さまざまな具材を一緒くたに煮こむことに由来しているといわれています。

野菜を1日350g食べよう！

今月の給食

平均野菜使用量

【ヤムニョムチキン】「ヤムニョム」とは、韓国料理の味付けに使う合わせ調味料のタレで、キムチを作るときやスープの味付け、チヂ

ミのタレなどに使われます。ヤムニョムチキンは、鶏の唐揚げに「ヤムニョム」をからめて味付けした料理です。

東京都産

「小松菜」使用

かみかみメニュー

端午の節句（たんごのせっく）

５月５日に行われる節句で、大昔の中国の厄よけの行事と、

日本の田植えに関係する女性のお祭りが結びついたものといわ

れています。江戸時代になると、男子の成長を祝う行事となり

ました。菖蒲の節句（しょうぶのせっく）ともいわれ、菖蒲湯（しょうぶゆ）に

入ったり、こいのぼりや武者人形を飾ったり、ちまきやかしわ

もちを食べたりします。日本橋中では、ちまきの中身「中華おこ
わ」を５月６日に提供します。

季節の献立 [春]


