
     令和　３年　１１月　献立表
　

エネルギー たんぱく質

kcal g

29
月

ごはん　生揚げと大根の煮物　みそ汁
はやか

牛乳
豚肉,生揚げ,うずら卵,
牛乳

米,油,さとう,でんぷん,
じゃがいも

しょうが,だいこん,にんじん,えどな,
たまねぎ,はやか 637 23.9

30
火

【世界の料理：トルコ】
サバサンド　キャベツともやしのサラダ
メルジメキ・チョルバス (ﾚﾝｽﾞまめのｽｰﾌﾟ)

牛乳 さば,レンズまめ,牛乳
ソフトフランスパン,
でんぷん,油,さとう,
じゃがいも

キャベツ,たまねぎ,もやし,
スイートコーン,うらごしにんじん 680 25.5

25
木

ガーリックトースト
カリカリ油揚げとキャベツのサラダ
豆乳チャウダー　クリスタルゼリー

牛乳
油揚げ,ベーコン,豆乳,
アガー,牛乳

食パン,バター,油,さとう,
ごま,さつまいも,
コーンスターチ

にんにく,パセリ,キャベツ,えどな,
にんじん,しょうが,たまねぎ,
ぶなしめじ,クリームコーン,
パイン缶,みかん缶

622 19.4

26
金

ごはん　昆布の佃煮 　手作りさつま揚げ
お浸し　みそ汁

牛乳
昆布,すけとうだら,豆腐,
牛乳

米,さとう,やまといも,
でんぷん,油

たまねぎ,にんじん,スイートコーン,
しょうが,はくさい,もやし,キャベツ,
えのきたけ

608 24.8

22
月

チャーハン　揚げぎょうざ　中華スープ 牛乳
豚肉,蒸しかまぼこ,卵,
ベーコン,豆腐,牛乳

米,米粒麦,さとう，ごま油,
ぎょうざの皮,小麦粉,油

たまねぎ,長ねぎ,にんにく,しょうが,
キャベツ,にら,にんじん 687 26.2

24
水

【地産地消の日：糸寒天】
ごはん　いなだの照り焼き
都産糸寒天のごま酢がけ　根菜汁
みかん

牛乳 いなだ,糸寒天,豆腐,牛乳
米,さとう,ごま,油,
じゃがいも

しょうが,にんじん,えどな,
スイートコーン,だいこん,ごぼう,
こんにゃく,長ねぎ,みかん

672 25.8

中央区立常盤小学校

たまねぎ,にんじん,しょうが,にんにく,
えどな,もやし,りんご 683 19.7

16
火

チキンカレーライス
野菜のしょうがじょうゆがけ　りんご

牛乳 鶏肉,牛乳 米,米粒麦,じゃがいも,油

11
木

ごはん　魚のねぎみそ焼き
ブロッコリーのおかかあえ
けんちん汁

牛乳
はがつお,かつお節,
油揚げ,牛乳

米,油,さといも,ごま油
長ねぎ,しょうが,ブロッコリー,
にんじん,だいこん,ごぼう,こんにゃく 595 30

ごはん　２色ふりかけ
鶏肉と野菜のごまみそ煮　すまし汁

牛乳
10
水

あおのり,鶏肉,生揚げ,
わかめ,牛乳

米,なたね油,さとう,
じゃがいも,ごま

ゆかり,しょうが,ごぼう,たけのこ,
干しいたけ,こんにゃく,にんじん,
さやいんげん,えどな,長ねぎ

610

17
水

ハニートースト　ポークビーンズ
コンビネーションサラダ

牛乳
豚肉,ベーコン,大豆,
まぐろ油漬,牛乳

食パン,バター,はちみつ,
油,じゃがいも,さとう

にんにく,しょうが,たまねぎ,にんじん,
えどな,キャベツ,もやし,きゅうり 624 26

しょうが,たまねぎ,干しいたけ,えどな,
もやし,にんじん,長ねぎ,にんにく,にら 638 26.8

15
月

五穀ごはん　まめあじのから揚げ
切干し大根のごま酢あえ  なめこ汁

牛乳 まめあじ,豆腐,牛乳
米,五穀米,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,なめこ,長ねぎ 594 23.5

12
金

ごはん　ジャンボしゅうまい
野菜の香味和え　豆腐とニラのスープ

牛乳 豚肉,鶏肉,豆腐,牛乳
米,さとう,ごま油,でんぷん,
しゅうまいの皮,ごま

22.3

牛乳
まだら,わかめ,
蒸しかまぼこ,牛乳

米,でんぷん,油,さとう，
ごま,パン粉

キャベツ,にんじん,しょうが,長ねぎ,
たまねぎ,にんじん,セロリー,にんにく,
さやいんげん,ぶどうジュース

617 19.3

9
火

とろみうどん
いかとちくわのいそべ揚げ
おしゃぶりこんぶ

牛乳
かつお節,豚肉,油揚げ,
いか,あおのり,焼き竹輪,
昆布,牛乳

冷凍うどん,油,でんぷん,
小麦粉

だいこん,にんじん,はくさい,長ねぎ 604 28.6

6
土

揚げパン(シナモン)
大豆とじゃこのサラダ
ミネストラスープ　ヨーグルト

ぶどう
ｼﾞｭｰｽ

大豆,ちりめんじゃこ,
鶏肉,ヨーグルト

コッペパン,油,さとう,
ごま油,マカロニ,じゃがいも

しょうが,はくさい,えどな,にんじん,
たまねぎ 585 23.6

5
金

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
月

ツナマヨトースト　キャベツのフレンチサラダ
パスタ入りトマトスープ

牛乳 まぐろ油漬,豚肉,牛乳
食パン，油,さとう,
マカロニ,じゃがいも

たまねぎ,スイートコーン,キャベツ,
にんじん,きゅうり,トマト水煮缶,
さやいんげん

ごはん　つくねの和風あんかけ
小松菜とじゃこの煮浸し　みそ汁

牛乳
鶏肉,豆腐,油揚げ,
ちりめんじゃこ,牛乳

米,でんぷん,油,さとう,
ごま油

しょうが,たまねぎ,にんじん,れんこん,
はくさい,えどな,キャベツ,長ねぎ,
えのきたけ

610 24.9

4
木

ごはん　魚のサクサク揚げ
野菜のごましょうゆあえ　すまし汁

629 24.4

2
火

親子丼　みそ汁　りんご 牛乳 鶏肉,卵,豆腐,牛乳 米,米粒麦,油,さとう
たまねぎ,にんじん,長ねぎ,こんにゃく,
キャベツ,りんご 637 24.5

18
木

サーモンクリームスパゲティ
ポテトのフレンチサラダ　柿

牛乳 鮭,牛乳
スパゲティ,油,バター,
小麦粉,じゃがいも,さとう

レモン,たまねぎ,マッシュルーム,
ブロッコリー,キャベツ,にんじん,
スイートコーン,かき

651 24.5

19
金

【郷土料理の日：大分県】
鶏めし　都産野菜のみそドレあえ
かきたま汁　石垣もち

牛乳 鶏肉,豆腐,卵,牛乳
米,油,さとう,ごま油,
でんぷん,さつまいも,
小麦粉

ごぼう,にんにく,こまつな,キャベツ,
だいこん,にんじん,えのきたけ,
チンゲンサイ

619 20.9

児童１人１回あたりの平均摂取量

「鶏めし 石垣もち」

『鶏めし』は江戸時代の終わりごろ、猟師さんがキジなどの 山鳥を

使って作ったのが始まりだといわれています。『石垣もち』は、さつ

まいもが入った蒸しパンで、 さつまいもがごつごつと見える様子が石

垣のようにみえるため、石垣もちと呼ばれるそうです。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)

１１月分平均 630 15.4 28.3 2.2 327 98 2.3 235 0.40 0.52 34 4.3

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（大分県）

「い（１）い（１）歯（８）」の語呂合わせから、1993 年に日本歯科医師会によって定められた記念日です。やわらかいものばかりでなく、かみご

たえのある食べ物を食事に取り入れます。常盤小学校では、８日は振替休日ですので９日にいかとちくわのいそべ揚げ、１５日には、よい歯の表彰式

があるので、給食でもかむことを意識してもらおうと、まめあじのから揚げを作ります。毎日の食事でもよくかむ習慣がつくといいですね。


