
中央区立日本橋中学校

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

3 月
ごはん　さばの香味焼き　和風サラダ
玉葱とわかめのすまし汁　牛乳

さば,みそ,豆腐,わかめ,牛乳 米,上白糖,ごま油,白ごま
にんにく,しょうが,長ねぎ,もやし,
キャベツ,にんじん,玉ねぎ 815 31.1

4 火
スパゲティクリームソース
ツナと野菜のフレンチドレッシング添え　早生みかん　牛乳

鶏肉,生クリーム,まぐろ缶詰,
牛乳

スパゲティー,なたね油,バター,
小麦粉,上白糖

玉ねぎ,にんにく,にんじん,しめじ,
キャベツ,きゅうり,早生みかん 844 31.6

5 水
ごはん　大豆入り鶏つくね
切干し大根と野菜のごま酢和え　石狩汁　牛乳

鶏肉,大豆,みそ,鮭,牛乳
米,なたね油,パン粉,上白糖,
三温糖,白ごま,じゃがいも,
バター

玉ねぎ,にんじん,しょうが,こまつな,
もやし,切干しだいこん,だいこん,
えのきたけ,こんにゃく,長ねぎ

765 33.6

6 木
カルシウムトースト（ちりめんじゃこ・チーズ・青のり）
ガーリックビーンズポテト
鶏肉と野菜のカレースープ　牛乳

ちりめんじゃこ,シュレッドチーズ,
あおのり,鶏肉,大豆,牛乳

食パン,マーガリン,マカロニ,
なたね油,じゃがいも,でんぷん

玉ねぎ,セロリー,にんじん,トマト水煮,
こまつな 747 35.6

7 金 ごはん　酢鶏　ワンタンスープ　梨　牛乳 鶏肉,豚肉,牛乳
米,でんぷん,なたね油,ごま油,
上白糖,ワンタンの皮

しょうが,玉ねぎ,にんじん,たけのこ,
青ピーマン,干し椎茸,長ねぎ,にら,なし 773 26.9

11 火 麻婆豆腐丼　中華サラダ　グレープフルーツゼリー　牛乳 豆腐,豚肉,みそ,アガー,牛乳
米,なたね油,上白糖,でんぷん,
ごま油,春雨

玉ねぎ,長ねぎ,たけのこ,にんにく,
しょうが,キャベツ,きゅうり,にんじん,
グレープフルーツジュース

821 28.6

12 水
セサミバンズパン　フライドフィッシュ
東京都産小松菜のサラダ　トマトとにんにくのスープ　牛乳

ホキ,ベーコン,牛乳
セサミバンズパン,小麦粉,
なたね油,,上白糖,じゃがいも

りょくとうもやし,こまつな,玉ねぎ,
にんにく,トマト水煮缶 747 31.4

13 木 大豆入りひじきご飯　野菜入り卵焼き　お浸し　みそ汁　牛乳
干ひじき,油揚げ,大豆,みそ,
鶏肉,たまご,牛乳

米,なたね油,上白糖,じゃがいも,
でんぷん,白いりごま

にんじん,長ねぎ,干しいたけ,玉ねぎ,
こまつな,もやし 769 31.7

14 金
チキンカレーライス　大根とわかめのサラダ
りんご　牛乳

鶏肉,わかめ,牛乳
米,米粒麦,ねたね油,じゃがいも,
小麦粉,上白糖

玉ねぎ,にんじん,トマト水煮缶,にんにく,
しょうが,だいこん,こまつな,りんご 801 26.2

17 月 ツイストパン　チリコンカン　ひじきと野菜のサラダ　牛乳 大豆,豚肉,干ひじき,牛乳
ツイストパン,ねたね油,小麦粉,
上白糖

玉ねぎ,にんじん,にんにく,キャベツ,
スイートコーン缶 776 34.8

18 火
ごはん　揚げじゃがと鶏肉のうま煮
生揚げのみそ汁　かき　牛乳

鶏肉,生揚げ,みそ,牛乳 米,じゃがいも,なたね油,三温糖
しょうが,糸こんにゃく,にんじん,玉ねぎ,
青梗菜,だいこん,長ねぎ,かき 757 29.0

19 水 ごはん　あじのさんが焼き　五目豆　けんちん汁　牛乳

あじ,みそ,大豆,昆布,鶏肉,
豆腐,牛乳

米,パン粉,上白糖,なたね油,
じゃがいも,ごま油

長ねぎ,しょうが,こんにゃく,にんじん,
ごぼう,だいこん

747 32.7

20 木
ソース焼きそば　白菜と生揚げの中華スープ
パインゼリー　牛乳

豚肉,あおのり,生揚げ,
アガー,牛乳

中華麺,なたね油,ごま油,
上白糖

しょうが,にんにく,キャベツ,もやし,
玉ねぎ,にんじん,青ピーマン,はくさい,
こまつな,パイン缶

747 29.7

21 金 ごはん　魚のみぞれがけ　磯香和え　みそ汁　牛乳 赤魚,海苔,油揚げ,みそ,牛乳
米,小麦粉,でんぷん,なたね油,
上白糖,ごま油,じゃがいも

しょうが,だいこん,もやし,こまつな,
にんじん,はくさい 749 31.2

24 月 二色そぼろ丼　お浸し　みそ汁　牛乳
豚肉,たまご,わかめ,みそ,
牛乳

米,なたね油,上白糖,ごま油,
じゃがいも

玉ねぎ,にんじん,干しいたけ,にんじん,
はくさい,こまつな 777 30.7

25 火
ガーリックライス
鶏肉のプロヴァンサルソースがけ
海藻ミックスと野菜のサラダ　牛乳

鶏肉,ベーコン,
海藻ミックス,牛乳

米,麦,なたね油,オリーブ油,
上白糖

玉ねぎ,にんにく,トマト水煮,
キャベツ,にんじん,こまつな

757 30.3

26 水
黒糖パン　魚の香草フライ　マカロニサラダ
チキンとポテトのスープ　牛乳

あじ,ハム,鶏肉,牛乳
黒砂糖パン,小麦粉,パン粉,
なたね油,マカロニ,上白糖,
じゃがいも

キャベツ,にんじん,スイートコーン缶,
玉ねぎ,にんにく,青梗菜 747 34.5

27 木
さつまいもごはん　鶏肉の紅葉焼き　野菜のごまだれ
かぶと高野豆腐のすまし汁　牛乳

鶏肉,凍り豆腐,牛乳
米,もち米,さつまいも,黒ごま,
マヨネーズ,上白糖

にんじん,ほうれんそう,もやし,かぶ(葉),
かぶ 808 28.5

28 金
野菜２皿の中華丼　コロコロ中華サラダ
梨　牛乳

豚肉,えび,うずら卵,大豆,
牛乳

米,でんぷん,なたね油,上白糖,
ごま油,じゃがいも,

しょうが,玉ねぎ,はくさい,もやし,たけのこ,
にんじん,にんにく,青梗菜,きゅうり,なし 778 32.0

29 土 きのこスパゲティ　豆腐サラダ
かぼちゃの米粉蒸しケーキ　牛乳

鶏肉,豆腐,みそ,牛乳
スパゲティー,なたね油,小麦粉,
上白糖,ごま油,白ごま,米粉

にんにく,しょうが,玉ねぎ,にんじん,
しめじ,えのきたけ,キャベツ,きゅうり,
かぼちゃ

824 32.7

　　 ※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　１０月分　献　立　表

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

季節の献立 [秋]

野菜を1日350g食べよう！

今月の給食

平均野菜使用量

かみかみメニュー

～ ハロウィン（かぼちゃを使った料理） ～

～ 日本の郷土料理 〈 千葉県〉 ～

「プロヴァンサル」とは、フランス南部“プロヴァンス地方”の料理方法のことで、にんにく・トマト・オリーブオイル・香草を用

いるのが特徴です。イタリアと面しているプロヴァンス地方の料理は、スープにパスタを入れる、ピザに似た生地を使うなど、イタ

リア料理との共通点も見られます。プロヴァンサルソースは、にんにくの効いたトマトソースに香草を入れてさっぱりと仕上げます。

～ 世界の料理 〈 フランス 〉 ～

10月10日は｢目の愛護デー｣です。10を横に倒すと、目とまゆの形に見えることから制定されました。目の健康に関わる栄養素に｢ビタミンA｣があ

ります。不足すると、暗いところで物が見えにくくなる｢夜盲症｣のほか、ドライアイや視力低下を引き起こす恐れがあります。何かと目を使う機会

の多い現代に、意識してとりたい栄養素の一つです。

ビタミンAは油に溶けやすい｢脂溶性ビタミン｣なので、

油と一緒に調理すると吸収率が高まります。

生徒１人１回当りの平均栄養摂取量（中学校）
栄養価 ｴﾈﾙｷﾞ- たん白質 脂質 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)

月分平均 777 16 28.7 2.9 357 105 2.9 342 0.44 0.6 36 7.7

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


