
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 身体の調子を整えるもとになる

1 木
～　世界の料理 〈シンガポール〉　～
海南鶏飯(ハイナンジーファン) ヌードルスープ
パイナップルケーキ 牛乳

鶏こま切肉皮つき,たまご ,
飲用牛乳

米（こまちブレンド）,ごま油,
米粉麺　卵なし,  じゃがいも,
小麦粉,上白糖,バター

しょうが,長ねぎ,にんにく,きゅうり,もやし,
玉ねぎ,こまつな,パインジュース,
パイン缶詰（小片） 771 26.8

2 金 ジャージャー麺 厚揚げの中華スープ みかん 牛乳
豚ひき肉,赤みそ,生揚げ,
飲用牛乳

蒸し中華めん,ひまわり油,
上白糖,でんぷん,ごま油

玉ねぎ,にんにく,しょうが,たけのこ
,にんじん(根、皮つき、生),長ねぎ ,
青ピーマン,こまつな,みかん

764 31.8

5 月
メキシカンライス 鶏肉のチリソース
野菜70gとポテトのスープ 牛乳

ウインナーソーセージ,
鶏むね肉(皮付き),飲用牛
乳

米（こまちブレンド）,ひまわり油,
小麦粉,上白糖,じゃがいも

玉ねぎ,青ピーマン,スイートコーン缶
,にんにく,キャベツ,もやし,にんじん

785 30.4

6 火 ピザトースト ひき肉と大豆のポトフ りんご 牛乳
ベーコン,シュレッドチーズ,
豚ひき肉,大豆,飲用牛乳

食パン.ひまわり油,じゃがいも 玉ねぎ,にんにく,青ピーマン,キャベツ,
にんじん,セロリー,りんご 756 35.5

7 水
和風スパゲティー 青菜とキャベツのサラダ
オレンジゼリー 牛乳

鶏ももこま切肉,ベーコン,
アガー,飲用牛乳

ロングスパゲティー,なたね油,
豆乳バター,ごま油,サラダ油,
上白糖

にんにく,しょうが,玉ねぎ,にんじん,
キャベツ,しめじ,こまつな,
オレンジジュース

747 31.7

8 木
ごはん 肉じゃがコロッケ じゃこと野菜のしょうが和え
白菜のみそ汁 牛乳

凍り豆腐）,豚ひき肉,
ちりめんじゃこ,生揚げ,白み
そ,赤みそ,飲用牛乳

精白米（はえぬき）,じゃがいも,
しらたき,上白糖,ひまわり油,
小麦粉,パン粉,ごま油

にんじん,もやし,こまつな,しょうが,
はくさい,だいこん,長ねぎ 828 30.6

9 金 切干大根とひじきの卵とじ丼 お浸し豆腐のすまし汁 牛乳
豚ひき肉,干ひじき,たまご,
木綿豆腐,飲用牛乳

米（こまちブレンド）,ひまわり油,
でんぷん,三温糖,上白糖

玉ねぎ,にんじん,切干しだいこん,
キャベツ,りょくとうもやし,こまつな,
はくさい

751 30.4

12 月 ごはん じゃがいもとひき肉の煮物 もやしのみそ汁 牛乳

豚ひき肉,生揚げ,白みそ,
赤みそ,飲用牛乳

精白米（はえぬき）,いりごま(黒）,
じゃがいも,ひまわり油,上白糖,
でんぷん

にんじん,玉ねぎ,こんにゃく,こまつな,
もやし 778 29.8

13 火
シュガートースト ポークビーンズ
海藻ミックスと野菜のサラダ 牛乳

大豆,,豚ももこま切肉,
海藻ミックス,飲用牛乳

食パン,マーガリン,グラニュー糖,
じゃがいも,ひまわり油,サラダ油,
上白糖

玉ねぎ,にんじん,トマト水煮缶,
にんにく, だいこん,もやし 748 38.3

14 水
スパゲティークリームソース わかめのごま酢和え みかん
牛乳

鶏ももこま切肉,調理用牛
乳,生クリーム,カットわかめ,
飲用牛乳

ロングスパゲティー,ひまわり油,
バター,小麦粉,三温糖,
いりごま(白)

玉ねぎ,にんにく,にんじん,しめじ,もやし,
キャベツ,みかん 794 33.1

15 木
ごはん 青のり入り卵焼き 都内産野菜のおかか和え
なめこ汁 牛乳

豚ひき肉,たまご,あおのり,
木綿豆腐,赤みそ,飲用牛
乳

精白米（はえぬき）,ひまわり油,
上白糖

玉ねぎ,キャベツ,だいこん,こまつな,
なめこ,長ねぎ

749 31.8

16 金
大豆とごぼうのかみかみごはん
魚の唐揚げきのこあんかけ
さつま汁（しょうゆ） 牛乳

油揚げ,大豆,めばる,
豚ももこま切肉,飲用牛乳

精白米（はえぬき）,ひまわり油,
上白糖,でんぷん,なたね油,
さつまいも

こんにゃく,にんじん,ごぼう,しめじ,
えのきたけ,玉ねぎ,しょうが,だいこん,
長ねぎ 744 31.7

19 月
ごはん ゼリーフライ 青菜ときのこのサラダ
野菜とひき肉のスープ 牛乳

おから,豚ひき肉,飲用牛乳 精白米（はえぬき）,じゃがいも,
小麦粉,ひまわり油,上白糖,
なたね油,いりごま(白)

にんじん,玉ねぎ,キャベツ,こまつな
,しめじ,えのきたけ,しょうが,
りょくとうもやし,長ねぎ,干しいたけ

788 25.0

20 火
スパイシーポークカレー 大豆と野菜のごまドレサラダ
りんご 牛乳

豚ももこま切肉,大豆,
飲用牛乳

米（こまちブレンド）,,ひまわり油,
じゃがいも,小麦粉,豆乳バター,
上白糖,いりごま(白),サラダ油

玉ねぎ,にんにく,しょうが,にんじん,
すりおろしりんご,キャベツ,こまつな,
もやし,りんご

850 31.2

21 水
ごはん　鮭の照り焼き 白菜ゆず風味
かぼちゃと根菜のみそ汁 牛乳

鮭切身,生揚げ,白みそ,
赤みそ,飲用牛乳

精白米（はえぬき）,上白糖,
ひまわり油,ごま油

はくさい,こまつな,もやし,ゆず,だいこん,
にんじん,れんこん,かぼちゃ

756 35.8

22 木
バーンズパン クリスピーチキン ミネストラスープ
ココアケーキ(豆乳) ジョア

鶏もも切身,豚ひき肉,大豆,
豆乳,ジョア（プレーン：1日
分のCa&VD）

バーンズパン.小麦粉,
コーンフレーク,ひまわり油,
じゃがいも,上白糖,なたね油

にんにく,キャベツ,玉ねぎ,にんじん,
トマト水煮缶

794 29.9

　　　　　　　終業式（給食なし）

　　 ※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　１２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

野菜を1日350g食べよう！

今月の給食

平均野菜使用量

練馬産「大根」

江戸川産「小松菜」使用

かみかみメニュー

～ 日本の郷土料理 〈 埼玉県 〉 ～

【ゼリーフライ】じゃがいも・おから・ねぎ・にんじんを混ぜて揚げた「衣のないコロッケ」を、ソー

スにくぐらせた料理。小判型であることから「銭(ゼニ)フライ」と呼ばれていたものの、「銭」がな

まって「ゼリー」になったのが名前の由来といわれています。埼玉県行田市発祥の料理です。

冬至にかぼちゃを食べると風邪をひかない

といわれます。夏にとれる野菜ですが、冬ま

で保存でき、冬の貴重な栄養源であると同

時に、長寿の願いを込めて食べられます。

赤い色が邪気（病気や災難を起こ

す悪いもの）を払うとされ、あずき

粥や、かぼちゃのいとこ煮などを食

べる風習があります。

冬至に「ん」のつく食べ物を食べると幸運になるという言い

伝えもあります。かぼちゃは別名で「なんきん」ともいいます。 「体の砂を払う」とされるこん

にゃくを、冬至に食べる地域

もあります。

冬至は、１年のうちで最も昼
（日の出から日没まで）の時間
が短く、夜が長い日です。次の
日からだんだんと昼の時間が
長くなることから、昔の人は
冬至を「太陽がよみがえる日」
と信じていました。この日を
境に人びとの力も戻ると考え、
ゆ ず 湯 に 入 っ て 体 を 清 め 、
栄養豊富なかぼちゃや悪いもの
を払う小豆などを食べて、力を
つける習慣ができたそうです。

今年は１２月２２日

ハイナンジーファン：蒸し鶏にチキンスープで炊いたライスが添えられたシンプルながら奥深い味わいのチキンライスです。

中国海南島の移民が伝えた料理といわれ、今ではフードコートや屋台で食べられるシンガポール名物です。

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 776 24.6 31.4 2.8 390 110 3.1 299 0.5 0.58 38 8.5

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


