
     令和　３年　５月　献立表
　

エネルギー たんぱく質

kcal g

児童１人１回あたりの平均摂取量

678 19.9

7
金

たけのこごはん　きびなごのから揚げ
もやしのお浸し　かきたまみそ汁

牛乳
油揚げ,きびなご,豆腐,卵,
牛乳

米,さとう,でんぷん,油
たけのこ,にんじん,しょうが,もやし,
江戸菜,にら 589 26.7

にんにく,しょうが,たまねぎ,にんじん,
セロリー,ピーマン,トマト水煮缶,
キャベツ,スイートコーン,江戸菜,もやし

638 22.1

11
火

冷やしきつねうどん　 納豆かきあげ
フルーツポンチ

牛乳
油揚げ,挽きわり納豆,
ちりめんじゃこ,牛乳

冷凍うどん,さとう,
じゃがいも,小麦粉,油

長ねぎ,たまねぎ,にんじん,にら,
パイン缶,りんご缶,黄桃缶 653 21.7

10
月

ドライカレー　コーンと野菜のサラダ
野菜スープ

日 献　立　名 飲み物
おもな使用食品の働き

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

6
木

チキンライス　ポテトのフレンチサラダ
スコッチブロス　抹茶蒸しパン

牛乳 鶏肉,ベーコン,卵,牛乳
米,米粒麦,油,じゃがいも,
さとう,押麦,小麦粉

たまねぎ,マッシュルーム,にんじん,
きゅうり,セロリー,長ねぎ,さやいんげん

牛乳 豚肉,牛乳 米,油,バター,さとう,でんぷん

長ねぎ,キャベツ,きゅうり,にんじん,
にら 586 23.5

13
木

ミルクパン　ポテトコロッケ
ゆで野菜　青菜ともやしのスープ

牛乳 豚肉,ベーコン,牛乳
ミルクパン,じゃがいも,
小麦粉,パン粉,油

たまねぎ,キャベツ,にんじん,もやし,
江戸菜 620 21.4

12
水

海鮮チャーハン　春雨と野菜の中華サラダ
中華スープ

牛乳
いか,むきえび,ベビーホタテ,
卵,ベーコン,豆腐,牛乳

米,ごま油,油,春雨,さとう

17
月

ごはん　ツナのチーズ春巻き
野菜のごま酢がけ  中華風コーンスープ

牛乳
まぐろ油漬缶,チーズ,卵,
牛乳

米,春巻きの皮,油,小麦粉,
さとう,いりごま,でんぷん,
ごま油

キャベツ,にんじん,江戸菜,もやし,
クリームコーン,たまねぎ 688 24.3

ごはん　鯖のカレー焼き  江戸菜のお浸し
みそ汁

牛乳
14
金

さば,牛乳 米,さとう,じゃがいも
もやし,江戸菜,にんじん,たまねぎ,
えのきたけ 630 22.9

キャベツ,江戸菜,にんじん,しょうが,
長ねぎ,たまねぎ,セロリー,にんにく,
さやいんげん

585 25.1

19
水

【郷土料理の日：神奈川県】
ごはん　白身魚の香味焼き  切干大根の炒め煮
けんちん汁

牛乳 めばる,油揚げ,豆腐,牛乳
米,いりごま,ごま油,油,
さとう,じゃがいも

しょうが,長ねぎ,切干しだいこん,
にんじん,だいこん,ごぼう,こんにゃく,
長ねぎ

590 25.4

18
火

【世界の料理：アメリカ】
ホットドッグ
大豆とじゃこのサラダ
具だくさんスープ

牛乳
ウィンナー,大豆,
ちりめんじゃこ,豚肉,
ベーコン,牛乳

コッペパン,油,さとう,
ごま油,マカロニ,じゃがいも

キャベツ,もやし,たまねぎ,にんじん,
干しいたけ,チンゲンサイ 613 27.4

21
金

【地産地消の日：こまつな・だいこん】
ハヤシライス
都産野菜のたっぷりサラダ
冷凍りんご

牛乳 豚肉,牛乳 米,なたね油,さとう
たまねぎ,にんじん,にんにく,
マッシュルーム,だいこん,こまつな,
冷凍りんご

634 22.3

20
木

ソースやきそば　大豆とじゃがいもの甘辛揚げ
五目スープ

牛乳
豚肉,あおのり,大豆,
ちりめんじゃこ,豆腐,牛乳

中華めん,油,でんぷん,
じゃがいも,さとう,いりごま

中央区立常盤小学校

26
水

ビビンバ　わかめスープ  ぶどうゼリー 牛乳 豚肉,わかめ,アガー,牛乳 米,油,さとう,ごま油,いりごま
にんにく,ほうれんそう,もやし,にんじん,
えのきたけ,長ねぎ,ぶどうジュース 662 23.4

にんにく,しょうが,たまねぎ,にんじん,
キャベツ,もやし,だいこん 629 25.3

25
火

ごはん　魚の和風揚げ　キャベツのお浸し
みそ汁

牛乳 はがつお,牛乳
米,でんぷん,油,さとう,
いりごま,ふ

キャベツ,もやし,にんじん,江戸菜,
たまねぎ 604 30.1

24
月

黒砂糖食パン　ペンネソテー　ポークビーンズ
おろしドレッシングサラダ

牛乳 豚肉,ベーコン,大豆,牛乳
黒ざとう食パン,油,
じゃがいも,さとう,マカロニ

28
金

カツ丼 　野菜の和風サラダ　すまし汁 ｼﾞｮｱ
卵,豚肉,蒸しかまぼこ,
ジョア

米,米粒麦,さとう,小麦粉,
パン粉,油

たまねぎ,にんじん,長ねぎ,江戸菜,
もやし,長ねぎ 589 24.5

27
木

アップルトースト
サーモンの豆乳シチュー
野菜たっぷりサラダ

牛乳 鶏肉,鮭,豆乳,牛乳
食パン,バター,さとう,
じゃがいも,コーンスターチ,
いりごま,ごま油

りんご,たまねぎ,にんじん,ぶなしめじ,
江戸菜,クリームコーン,しょうが,
キャベツ,スイートコーン,ごぼう,
にんにく

603 24.7

「けんちん汁」

けんちん汁という名前は，神奈川県鎌倉市にある「建長寺」と

いうお寺に由来しています。はじめ「けんちょうじ汁」といって

いたのが，いつの間にかなまって「けんちん汁」になったといわ

れています。

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

(食塩相当量) Ａ B1 B2 C
(kcal) (％) (％) (g) (mg) (mg) (mg) (μgRAE) (mg) (mg) (mg) (g)

５月分平均 623 15.5 27.4 2.5 329 88 2.7 246 0.40 0.53 30 4.1

650 13～20 20～30 2 350 50 3 200 0.4 0.4 25 4.5

ビタミン

学校給食摂取基準

郷土料理の日（神奈川県）

若葉が目にまぶしく、初夏の風

を感じる季節になりました。新学

期が始まり１か月がたとうとして

いますが、昔から「五月病」とい

う言葉があるように、新しい環境

の中でたまった疲れが出てくる時

期です。休みの日にも早寝・早起

きをし、食事をしっかり食べて、

元気な心と体をつくりましょう。

日中は日差しが強く、汗ばむ陽気になることもあ

ります。また、マスクをしていると熱中症のリスク

が高まりますので、こまめな水分補給を心がけま

しょう。


