
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 水 麻婆豆腐丼 豚肉と白菜のスープ ぽんかん 牛乳
豆腐,豚ひき肉,赤みそ,
豚ももこま切肉,飲用牛乳

精白米,油,上白糖,でんぷん,
ごま油

玉ねぎ,長ねぎ,たけのこ,にんにく,
しょうが,はくさい,こまつな,ぽんかん 761 30.2

2 木
和風スパゲティ 野菜７０ｇと海藻のサラダ
豆乳ブラマンジェ　 牛乳

鶏ももこま切肉,ベーコン,
海藻ミックス,豆乳,アガー,
飲用牛乳

ロングスパゲティー,油,小麦粉,
油,いりごま,サラダ油,上白糖,
イチゴジャム

にんにく,しょうが,とうがらし,玉ねぎ,
にんじん,キャベツ,しめじ,もやし,きゅうり 780 31.5

3 金 いわしのかば焼き丼　わかめと野菜のしょうが和え
すまし汁　きなこ豆　牛乳

いわし,カットわかめ,大豆,
きな粉,飲用牛乳

精白米,でんぷん,小麦粉,油,
上白糖,いりごま,ごま油

しょうが,もやし,こまつな,にんじん,
はくさい,長ねぎ 865 31.0

6 月 ごはん　みそカツ　野菜ソテー
白菜とわかめのスープ　牛乳

豚ロース切身,赤みそ,
わかめ,凍り豆腐,飲用牛乳

精白米,小麦粉,パン粉,油,
上白糖,いりごま,でんぷん

にんにく,しょうが,キャベツ,もやし,
玉ねぎ,チンゲンサイ,はくさい,にんじん 939 34.4

7 火 ごはん 鮭の南部焼き キャベツのお浸し　吉野汁　牛乳
鮭切身,豚ももこま切肉,
木綿豆腐,飲用牛乳

精白米,ごま,上白糖,でんぷん
キャベツ,りょくとうもやし,にんじん,
こんにゃく,こまつな,長ねぎ 746 38.6

8 水
チーズトースト　キャベツのチリコンカン
フルーツポンチ　牛乳

シュレッドチーズ,大豆,
豚ひき肉,飲用牛乳

食パン,マーガリン,じゃがいも,油
キャベツ,玉ねぎ,にんじん,トマト水煮
缶,にんにく,りんご缶,パイン缶,
みかん缶

773 34.6

9 木
豚丼　小魚ビーンズポテト
白菜と青菜のすまし汁　牛乳

豚ももこま切肉,大豆,
かえり煮干し,あおのり,
飲用牛乳

米,しらたき,上白糖,じゃがいも,油,
でんぷん

玉ねぎ,しょうが,はくさい,にんじん,
こまつな 819 36.7

10 金
ミルクパン　鶏肉のブラウンシチュー
野菜のフレンチドサラダ   ホットアップルパイ　　牛乳

鶏こま切肉皮つき,
飲用牛乳

ミルクパン,じゃがいも,油,小麦粉,
上白糖,,ぎょうざの皮

玉ねぎ,にんじん,スイートコーン缶,
セロリー,しょうが,にんにく,キャベツ,
りんご,すりおろしりんご,レモン

833 29.0

13 月
チキンライス　野菜オムレツ
チンゲンサイときのこのスープ　牛乳

鶏ももこま切肉,たまご,
ベーコン,牛乳,豚ひき肉

米,油,ﾏｶﾛﾆ
玉ねぎ,青ピーマン,にんじん,
チンゲンサイ,しめじ,えのきたけ 790 31.4

14 火 チョコチップパン　マカロニグラタン
具だくさん野菜スープ　コーヒー牛乳

豚ひき肉,大豆,生クリーム,
シュレッドチーズ,ｺｰﾋｰオレ

ﾁｮｺﾁｯﾌﾟﾊﾟﾝ,マカロニ,油,
じゃがいも

にんにく,玉ねぎ,トマト水煮缶,
ブロッコリー,キャベツ,にんじん,
チンゲンサイ

779 30.1

15 水
こまつなチャーハン　豆腐と野菜の中華風スープ
甘平（みかん）牛乳

豚ひき肉,たまご,ベーコン,
飲用牛乳

米,油,ごま油,いりごま
玉ねぎ,長ねぎ,こまつな,はくさい,にら,
にんじん,みかん 764 29.1

16 木
五目ひじきごはん　さわらの西京焼き
野菜のしょうがじょうゆ和え　みそ汁　牛乳

鶏もも肉,大豆,干ひじき,
油揚げ,さわら,白みそ,
赤みそ,飲用牛乳

米,油,三温糖,上白糖
ごぼう,こんにゃく,キャベツ,もやし,
にんじん,しょうが,だいこん 762 38.0

17 金
サーモンクリームスパゲティ
ブロッコリーのガーリックサラダ　りんご　牛乳

鮭,牛乳
ロングスパゲティー,油,バター,
小麦粉,上白糖

レモン,玉ねぎ,マッシュルーム缶,
こまつな,ブロッコリー,もやし,キャベツ
,にんにく,りんご

811 33.4

20 月 ごはん　焼き鯖の煮付け　小松菜のお浸し　豚汁　牛乳

さば切身,豚ももこま切肉,
木綿豆腐,白みそ,
飲用牛乳

精白米,上白糖,さといも しょうが,玉ねぎ,えのきたけ,こまつな,
りょくとうもやし,だいこん,にんじん,
こんにゃく,長ねぎ

861 36.0

21 火

ジャンバラヤ　チンゲンサイのサラダ
ｷｬﾍﾞﾂとｺｰﾝの豆乳ｸﾘｰﾑｽｰﾌﾟ　クリスタルゼリー
牛乳

豚ももこま切肉,ベーコン．
ウインナーソーセージ,豆乳,
牛乳,アガー

米,米粒麦,油,ごま油,上白糖 にんにく,しょうが,玉ねぎ,にんじん,
グリンピース,マッシュルーム缶,
チンゲンサイ,りょくとうもやし,キャベツ,
クリームコーン缶,コーン缶,パイン缶 757 26.9

22 水
ココアパン　ミートローフ　ＡＢＣパスタスープ
ぽんかん　　　牛乳

豚ひき肉,大豆,
豚ももこま切肉,飲用牛乳

ココアパン,パン粉,マカロニ,油 玉ねぎ,にんじん,キャベツ,ぽんかん 795 34.7

24 金
ごはん　豚肉と生揚げのごまみそ煮
東京産野菜のすまし汁　みかん　牛乳

豚ももこま切肉,生揚げ,
白みそ,飲用牛乳

精白米,油,じゃがいも,三温糖,
いりごま,ごま油,ふ

しょうが,ごぼう,こんにゃく,にんじん,
だいこん,こまつな,えのきたけ,みかん 791 32.5

27 月
もやしと卵のあんかけそば　じゃがいもの中華炒め
せとか　　牛乳

豚ももこま切肉,たまご,
ベーコン,飲用牛乳

蒸し中華めん,油,上白糖,
でんぷん,じゃがいも,ごま油

りょくとうもやし,にら,玉ねぎ,にんじん,
せとか 780 32.7

28 火

ごはん　①ぶりのあずま煮/②鶏の照り焼き
大豆とわかめのサラダ　生揚げのみそ汁　牛乳 大豆,カットわかめ,　生揚げ,

白みそ,赤みそ,飲用牛乳
①ぶり②鶏肉

精白米,,油,上白糖,いりごま,
ごま油　①でんぷん

もやし,こまつな,しょうが,玉ねぎ,
にんじん

①842
②830

①34.9
②33.5

　　 ※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　２月分　献　立　表
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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

かみかみメニュー

～ 日本の郷土料理〈 鳥取県〉 ～

江戸川区産

「小松菜」使用

～ バレンタインデー（2/14） ～

～ 節分（2/3） ～

～ 節 分 ～
節分は、もともと立春・立夏・立秋・立冬の前日のことで、「季節を分ける」節目となる日です。現在では、

特に立春の前日のことをさし、鬼（邪気）をはらう行事などが行われます。 例えば、家の戸口にヒイラギイ

ワシ（ヤイカガシ）を飾り、豆をまいて鬼を追い払い、無病息災を願います。最近、全国的に食べられるよう

になった恵方巻きは、もともと関西の一部地域で商売繁盛を願って食べられていたものです。

～ 3年生受験応援メニュー ～

【焼き鯖の煮付け】日本海に面している鳥取県では、古くから鯖が大量に水揚げされると日持ちをさせるために焼いて出荷されてきました。

この料理は、焼き鯖をほぐして玉ねぎと甘辛く煮るため、子どもにも親しまれてきました。

【セレクトメニュー結果発表】

ぶりのあずま煮🐠116名 鶏の照り焼き🐔340名

【ジャンバラヤ】

アメリカ・ルイジアナ州の郷土料理ではあるが、そのジャンバラヤには「クレオール料理」と「ケイジャン料理」の2つの系統があリます。クレオール料理としてのジャンバラヤはパエリアが

ベースで、トマトを使うのが基本です。一方、ケイジャン料理はトマトを使わないため、ジャンバラヤの見た目には、赤色のものと茶色いものがあります。

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 803 32.9 26.2 2.9 371 113 3.2 300 0.58 0.66 40 7.3

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


