
  令和　３年　９月　献立表
　

エネルギー たんぱく質
1食あたりの

野菜量

kcal g g

※ 都合により献立を変更する場合があります

24
金

ごはん　ツナのチーズ春巻き
中華ドレッシングサラダ
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,でんぷん,
小麦粉,ごま油,さとう

キャベツ,にんじん,えどな,だいこん,
にんじん,クリームコーン,たまねぎ 623 21.5

27
月

【ベジチャレンジ】
タンメン　 お好み焼き風 　なし

牛乳
豚肉,蒸しかまぼこ,豚肉,
大豆,卵,あおのり,
かつお節,牛乳

蒸し中華めん,油,小麦粉,
でんぷん,

たまねぎ,にんじん,たけのこ,もやし,
はくさい,干しいたけ,さやいんげん,
キャベツ,長ねぎ,なし

622 25.9

588 23.6

30
木

【ベジチャレンジ】【カミング３０】
ごはん　きびなごのスパイシー揚げ
キャベツと油揚げのサラダ
野菜６０ｇのスープ

牛乳 きびなご,油揚げ,豆腐,牛乳
米,小麦粉,でんぷん,油,
さとう,いりごま

21
火

じゃこご飯 　生揚げの含め煮
 豚汁 　みたらしだんご

牛乳
ちりめんじゃこ,生揚げ,
豚肉,油揚げ,牛乳

米,いりごま,ごま油,三温糖,
油,じゃがいも,白玉だんご,
さとう,でんぷん

だいこん,えどな,にんじん,
こんにゃく,長ねぎ 609 26.2

22
水

【ベジチャレンジ】
中華丼　青梗菜のスープ
フルーツヨーグルト

牛乳
豚肉,いか,ベーコン,
プレーンヨーグルト,牛乳

米,でんぷん,油,さとう,
ごま油

しょうが,たまねぎ,はくさい,にんじん,
ぶなしめじ,にんにく,さやいんげん,
チンゲンサイ,えのきたけ,パイン缶,
みかん缶,黄桃缶

619 27.4

632 21.9

3
金

【ベジチャレンジ】
ビスキュイトースト
キャベツともやしのサラダ
ミネストローネスープ

牛乳 卵,ベーコン,大豆,牛乳
食パン,マーガリン,さとう,
小麦粉,油,マカロニ,
じゃがいも

キャベツ,もやし,スイートコーン,
にんじん,たまねぎ,セロリー,にんにく,
トマト水煮缶,さやいんげん

661 23.6

にんじん,こんにゃく,だいこん,
ごぼう,長ねぎ 619 25.7

7
火

なすとトマトのスパゲティ
じゃこと野菜のごま酢がけ 　サイダーゼリー

牛乳
豚肉,パルメザンチーズ,
ちりめんじゃこ,アガー,
牛乳

スパゲティ,油,さとう,
すりごま,サイダー

なす,にんにく,たまねぎ,トマト水煮缶,
とうがらし,もやし,えどな,にんじん,
パイン缶

628 22.8

6
月

【ベジチャレンジ】
ごはん　さごしの西京焼き
大豆とひじきの炒り煮　けんちん汁

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

2
木

牛乳 鶏肉,焼きのり,油揚げ,牛乳
米,油,さとう,
りんごシャーベット

長ねぎ,たまねぎ,にんじん,こんにゃく,
さやいんげん,だいこん,えどな,
もやし

牛乳
さごし,焼き竹輪,大豆,
干ひじき,豆腐,油揚げ,牛乳

米,さとう,油,ごま油

長ねぎ,たまねぎ,にんじん,しょうが,
とうがん,さやいんげん,キャベツ 710 29.1

9
木

キムチチャーハン　だいずもやしのナムル
トックスープ 　なし

牛乳 豚肉,豆腐,卵,牛乳
米,油,いりごま,ごま油,
トック

にんじん,ピーマン,キムチ漬け,
いずもやし,にんじん,えどな,
んにく,たまねぎ,干しいたけ,
ンゲンサイ,なし

589 22.5

8
水

いなりごはん　都産とうがんのそぼろ煮
みそ汁

牛乳 油揚げ,鶏肉,牛乳 米,さとう,でんぷん

13
月

五目おこわ　 浦上そぼろ　すまし汁
豆乳蒸しパン

牛乳
鶏肉,油揚げ,豚肉,豆腐，
さつま揚げ,卵,豆乳,牛乳

米,もち米，油,さとう,
小麦粉

にんじん,えだまめ,干しいたけ,
ごぼう,もやし,こんにゃく,えどな,
長ねぎ

613 25.5

【世界の料理：ポルトガル】
ショートニングパン
パスティス･デ･バカリャウ
ひよこ豆とツナのサラダ 　野菜スープ

牛乳
10
金

まだら,卵,ひよこまめ,
まぐろ油漬缶,ベーコン,
牛乳

ショートニングパン,
じゃがいも,小麦粉,油,
オリーブ油,さとう

たまねぎ,にんにく,パセリ,キャベツ,
にんじん,きゅうり,もやし 706 21.4

15
水

ゆかりごはん　豆腐と野菜のうま煮
さつま汁

牛乳 豆腐,豚肉,鶏肉,牛乳
米,なたね油,でんぷん,
ごま油,さつまいも

ゆかり,たまねぎ,にんじん,たけのこ,
干しいたけ,しょうが,にら,だいこん,
ごぼう,こんにゃく,えどな,長ねぎ

629 27.9

14
火

【ベジチャレンジ】
ぶどうパン　ポテトオムレツ
野菜６０ｇのサラダ 　レンズ豆のスープ

牛乳
ベーコン,豆乳,卵,鶏肉,
レンズまめ,牛乳

ぶどうパン,じゃがいも,油,
バター,さとう,マカロニ

ごはん　白身魚のから揚げ薬味ソース
かぼちゃの甘煮　みそ汁

牛乳 メルルーサ,油揚げ,牛乳
米,でんぷん,油,さとう,
ごま油

17
金

【郷土料理の日：沖縄県】
【地産地消の日：長ねぎ】
タコライス　もずくのすまし汁
黒糖ちんすこう

牛乳
豚肉,チーズ,もずく,
蒸しかまぼこ,豆腐,牛乳

米,なたね油,小麦粉,ラード,
黒砂糖

キャベツ,にんじん,しょうが,
たまねぎ,だいこん,えどな 620 19.3

29
水

牛乳 豚肉,牛乳

【ベジチャレンジ】
焼きとり丼 　野菜６０ｇのみそ汁
りんごシャーベット

ポークカレーライス
野菜のしょうがじょうゆがけ　冷凍みかん

米,米粒麦,油,じゃがいも
しょうが,にんにく,たまねぎ,
にんじん,キャベツ,ほうれんそう,
冷凍みかん

しょうが,長ねぎ,かぼちゃ,キャベツ,
たまねぎ 636 27.1

28
火

ごはん　さばの南部焼き　お浸し　みそ汁 牛乳 さば,油揚げ,牛乳 米,いりごま,さとう キャベツ,えどな,にんじん,だいこん 589 22.4

16
木

中央区立常盤小学校

にんにく,たまねぎ,にんじん,
トマト水煮缶,キャベツ,長ねぎ 623 24.9

たまねぎ,キャベツ,にんじん,
ほうれんそう,にんにく,セロリー,
はくさい

591 23

「タコライス、ちんすこう」

今月は、沖縄料理です。タコライスは香辛

料を使って味をつけた、タコスミートをご飯

にのせて食べる料理です。ちんすこうは、沖

縄のクッキーです。100年くらい前に中国から

伝わり蒸して作っていたお菓子を、釜で焼い

たのが始まりと言われています。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)

９月分平均 641 15.2 27.4 2.3 342 100 2.2 258 0.37 0.52 30 4.2

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（沖縄県）

児童１人１回あたりの平均摂取

４年１組 リクエスト献立

２年１組 リクエスト献立

=約６０ｇ
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毎年９月は、国が主体となり展開する「食生活改善普及運動」実施月間です。

中央区では、野菜摂取量の増加に向けて9月を”食べよう野菜350(サンゴ-マル）運動”強化月間として、

健康の維持・増進のために成人１日あたり３５０ｇ以上の野菜を食べることを推奨しています。

1日３回の食事で５皿の野菜料理（１皿７０ｇ）食べると３５０ｇの野菜をとることができます。

小学生の目標量は３００ｇ以上です。１日５皿 <60g×5皿＝300g>となりますので、野菜の目安量を覚

えてもらうため給食でも１皿６０ｇの野菜料理を取り入れています。

今月は２日、３日、６日、１４日、２２日、２７日、３０日を【ベジチャレンジ】とし１皿６０ｇを

目安にした野菜料理を用意します。

野菜の必要量を知り、残さず食べる習慣が定着するよう継続的食育に取り組んでいきます。

(サン・ゴー・マル) 秋の行事の一つに「お月見」があります。

十五夜（旧暦８月15日）に、農作物の収穫を

祝って月見団子や里いもなどをお供えし、月を

眺めるもので、平安時代に中国から伝わった風

習がもとになっています。今年は９月21日です。

みたらしだんごを作ります。

月分

野菜使用量

２，２６４ｇ


