
     令和　３年　６月　献立表
　

エネルギー たんぱく質

kcal g

米,でんぷん,油,さとう,ごま

30
水

きなこ揚げパン　ポトフ
野菜たっぷりサラダ

牛乳 きな粉,豚肉,うずら卵,牛乳
コッペパン,油,さとう,
じゃがいも,ごま,ごま油

たまねぎ,にんじん,キャベツ,だいこん,
セロリー,さやいんげん,スイートコーン,
ごぼう,にんにく,はくさい

589 21.6

29
火

ごはん　豚肉のしょうが炒め
野菜の香味和え  みそ汁　 あじさいゼリー

牛乳
豚肉,油揚げ,粉寒天,
乳酸菌飲料,牛乳

米,油,さとう,ごま油,
ごま,じゃがいも

たまねぎ,にんにく,しょうが,江戸菜,
もやし,にんじん,長ねぎ,ぶどうジュース 605 24.4

中央区立常盤小学校

28
月

ごはん　いわしの梅フライ
野菜のごま酢がけ  すまし汁

牛乳 まいわし,豆腐,わかめ,牛乳
米,小麦粉,パン粉,油,
さとう,ごま

練り梅,ゆかり,キャベツ,江戸菜,
にんじん,長ねぎ 619 22.5

しょうが,にんじん,ピーマン,
赤ピーマン,にんにく,長ねぎ,
ぶなしめじ

588 23.6

25
金

スパゲティナポリタン
ミックスフレンチサラダ  にゅうない豆腐

牛乳 ウィンナー,粉寒天,牛乳
スパゲティ,油,さとう,
バター,じゃがいも

にんにく,たまねぎ,ぶなしめじ,
ピーマン,キャベツ,にんじん,きゅうり,
パイン缶,黄桃缶

620 19.3

24
木

ごはん　いかのかりんと揚げ
ひじきの彩り炒め  すまし汁

牛乳
いか,干ひじき,ベーコン,
大豆,豆腐,牛乳

キャベツ,エリンギ,江戸菜,もやし,
にんじん,だいこん,長ねぎ 636 27.1

23
水

キムタクごはん　大豆のカレー煮　五目スープ 牛乳 豚肉,大豆,豆腐,牛乳 米,油,ごま油,さとう
はくさいキムチ漬,たくあん,長ねぎ,
れんこん,にんじん,たまねぎ,
干しいたけ,チンゲンサイ

589 22.4

15
火

じゃこご飯　お好み風卵焼き  野菜のごまだれ
みそ汁

牛乳
ちりめんじゃこ,豚肉,
卵,かつお節,あおのり,
豆腐,牛乳

米,ごま,ごま油,油,さとう,
でんぷん

16
水

【世界の料理：中国】
ごはん　家常豆腐　中華スープ

牛乳 生揚げ,豚肉,牛乳
米,油,さとうでんぷん,
ごま油

にんにく,しょうが,にんじん,たまねぎ,
たけのこ,干しいたけ,長ねぎ,
チンゲンサイ,にら,もやし,江戸菜

623 24.9

たまねぎ,長ねぎ,レタス,江戸菜,
だいこん,もやし,にんじん,ぶなしめじ,
にら,しょうが

591 23

14
月

ショートニングパン　クリスピーフィッシュ
カリカリ油揚げとキャベツのサラダ
押し麦入りスープ

牛乳 メルルーサ,油揚げ,大豆,牛乳
ショートニングパン,小麦粉,
コーンフレーク,油,さとう,
ごま,オリーブ油,押麦

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

629 27.9

11
金

鮭と卵のレタスチャーハン
こまつなのごま酢あえ　ワンタンスープ

牛乳 鮭,卵,豚肉,牛乳
米,ごま油,油,ごま,さとう,
ワンタンの皮

10
木

ぶどうパン　 魚のマヨネーズ焼き
ジャーマンポテト  かぶのスープ

牛乳
まだら,パルメザンチーズ,
ベーコン,牛乳

ぶどうパン,油,じゃがいも エリンギ,たまねぎ,にんじん,かぶ 613 25.5

チキンカレーライス
トマトとツナのサラダ　メロン

牛乳
9
水

鶏肉,まぐろ油漬缶,牛乳
米,米粒麦,油,じゃがいも,
さとう

しょうが,にんにく,たまねぎ,にんじん,
トマト,きゅうり,キャベツ,メロン 706 21.4

牛乳
鶏肉,豆腐,かつお節,油揚げ,
牛乳

米,さとう,油

にんにく,しょうが,たけのこ,にんじん,
長ねぎ,エリンギ,もやし,きゅうり,
江戸菜,キャベツ,だいこん

710 29.1

8
火

わかめごはん　まめあじのから揚げ
切干し大根のごまあえ  みそ汁

牛乳 わかめ,まめあじ,牛乳
米,でんぷん,油,さとう,
ごま

しょうが,切干しだいこん,きゅうり,
にんじん,キャベツ,はくさい,長ねぎ,
えのきたけ

589 22.5

7
月

ジャージャー麺
野菜の中華ドレッシングサラダ
マーラーカオ

牛乳 豚肉,卵,牛乳
中華めん,油,さとう,
でんぷん,ごま油,小麦粉,
黒砂糖

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

1
火

ガーリックトースト　ケベック風スープ
白玉フルーツミックス

牛乳 ベーコン,豚肉,大豆,牛乳
食パン,バター,じゃがいも,
油,メープルシロップ,
白玉だんご,さとう

にんにく,パセリ,たまねぎ,にんじん,
キャベツ,パイン缶,みかん缶,黄桃缶 632 21.9

2
水

ごはん　さばのコチュジャン焼き
青菜ともやしのサラダ　春雨スープ

牛乳 さば,豆腐,牛乳 米,さとう,油,ごま油,春雨
しょうが,にんにく,もやし,こまつな,
長ねぎ,にんじん 661 23.6

しょうが,たまねぎ,干しいたけ,
キャベツ,江戸菜,にんじん,だいこん,
ごぼう,こんにゃく,長ねぎ,さくらんぼ

619 25.7

4
金

ごはん　チキンチキンごぼう  お浸し
みそ汁

牛乳 鶏肉,豆腐,油揚げ,牛乳 米,でんぷん,油,さとう ごぼう,もやし,江戸菜,にんじん,長ねぎ 628 22.8

3
木

炒り豆腐丼　野菜のおかか炒め　根菜汁
さくらんぼ

17
木

ごはん　魚のあずま煮　野菜のいそ和え
みそ汁

牛乳
シイラ,きざみのり,油揚げ,
牛乳

米,でんぷん,油,さとう,
ごま

えのきたけ,にんじん,キャベツ,江戸菜,
だいこん,たまねぎ 609 26.2

18
金

【地産地消の日：あしたばうどん・キャベツ】
【郷土料理の日：山口県】
あしたばうどんで瓦そば風 　パイナップル

牛乳 豚肉,卵,きざみのり,牛乳
あしたばうどん,ごま油,
さとう,油

長ねぎ,もやし,たまねぎ,にんじん,
キャベツ,パインアップル 619 27.4

21
月

中華おこわ　豆腐サラダ　芋団子汁
小玉すいか

牛乳 豚肉,豆腐,鶏肉,牛乳
米,もち米,油,ごま油,ごま,
さとう,じゃがいも,でんぷん

しょうが,干しいたけ,にんじん,
たけのこ,しらたき,江戸菜,にんにく,
ごぼう,こんにゃく,だいこん,長ねぎ,
小玉すいか

623 21.5

22
火

シュガートースト　チリコンカン
粉ふきいも　野菜スープ

牛乳 ベーコン,豚肉,大豆,牛乳
食パン,バター,さとう,
油,じゃがいも

にんにく,たまねぎ,にんじん,
トマト水煮缶,マッシュルーム,パセリ,
江戸菜,キャベツ

622 25.9

「瓦そば」

瓦の上でゆでた茶そばを焼き、その上に

焼いた肉や錦糸卵をのせ、温かいめんつゆ

につけて食べるおそばです。給食では茶そ

ばの代わりに東京都産のあしたばを練り込

んだ、あしたばうどんで作ります。お楽し

みに！

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)

６月分平均 624 15.4 29.9 2.3 335 97 2.2 228 0.36 0.53 27 3.9

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（山口県）

児童１人１回あたりの平均摂取


