
※都合により献立内容を変更する場合があります。

※１月の給食開始日は１月１１日（水）です。

15 木
食べよう野菜３５０メニューの日（６０ｇの野菜を使用）
だいこんカレーライス
青菜ともやしのオニオンサラダ　紅まどんな　牛乳

豚肉　牛乳
米　米粒麦
じゃがいも
油　小麦粉　さとう

たまねぎ　にんじん　だいこん
しょうが　にんにく　こまつな
もやし　紅まどんな

591 19.5

13 火
ごはん　煮込み根菜ハンバーグ　粉ふきいも
ABCパスタスープ　牛乳

豚ひき肉　大豆　豆乳
豚肉　牛乳

米　パン粉　さとう
じゃがいも　マカロニ
でんぷん

たまねぎ　にんじん　れんこん
ごぼう　干しいたけ　パセリ
キャベツ　ぶなしめじ
しょうが

593 24.0

14 水
バンズパン　クリスピーチキン　野菜サラダ
にんじんポタージュ　牛乳

鶏肉　ベーコン　牛乳
豆乳　生クリーム

バンズパン　小麦粉
コーンフレーク　油
さとう　バター

にんにく　キャベツ　こまつな
もやし　りんご　たまねぎ
にんじん　パセリ

587 24.3

594 24.6

22 木
地産地消の日【東京牛乳】
スパゲティミートソース　キャベツと青菜のサラダ
ベイクドチーズケーキ　牛乳

豚ひき肉　大豆
クリームチーズ　卵　牛
乳

ロングスパゲティ　油
でんぷん　さとう

たまねぎ　にんじん　にんにく
トマト水煮　キャベツ
こまつな

606 24.3

21 水 行事食【冬至】
ごはん　たらちり　かぼちゃのそぼろ煮　みかん　牛乳

豆腐　まだら　鶏肉
豚ひき肉　牛乳

米　しらたき　油
さとう　でんぷん

はくさい　長ねぎ　にんじん
ゆず　かぼちゃ　みかん

590 23.6

20 火 プルコギ丼　わかめと卵のスープ　りんごゼリー　牛乳
豚肉　わかめ　豆腐
卵　アガー　牛乳

米　米粒麦　さとう
ごま油　油　でんぷん
ごま

にんにく　しょうが　たまねぎ
にんじん　もやし　長ねぎ
にら　えのきたけ
りんごジュース

609 27.0

19 月
食育の日　日本の郷土料理　【山梨県】
ほうとう　お浸し　おいもの米粉ドーナツ　牛乳

豚肉　油揚げ　豆乳　牛
乳

ほうとう　油
さといも　さとう
さつまいも　米粉
グラニュー糖

かぼちゃ　にんじん　だいこん
はくさい　長ねぎ　ぶなしめじ
もやし　こまつな

585 22.9

16 金
かみかみメニューの日
わかめごはん　はたはたのから揚げ
ひき肉と春雨のピリ辛炒め　みそ汁　牛乳

わかめ　はたはた
豚ひき肉　豆腐　牛乳

米　米粒麦　ごま
でんぷん　油　春雨
さとう　ごま油

しょうが　にんじん　長ねぎ
チンゲンサイ　干しいたけ
たまねぎ　キャベツ
えのきたけ

587 22.5

9 金
地産地消の日【卵･立川市産】
ココア揚げパン　白菜と肉団子のスープ
ポテトのごまドレッシングサラダ　牛乳

ベーコン　豚ひき肉
豆腐　卵　牛乳

コッペパン　油　ごま
春雨　でんぷん
ごま油　じゃがいも
さとう

はくさい　たまねぎ　にんじん
こまつな　ぶなしめじ　長ねぎ
しょうが　きゅうり　にんにく

12 月
ごはん　ちくわのかば焼き　野菜のごまだれ
かきたま汁　牛乳

竹輪　豆腐　卵　牛乳
米　でんぷん　油
さとう　ごま

こまつな　もやし　にんじん
にら　長ねぎ　えのきたけ 599 23.4

659 20.6

8 木 ごはん　麻婆豆腐　ワンタンスープ　りんご　牛乳
豆腐　豚ひき肉　大豆
鶏肉　牛乳

米　米粒麦　油
さとう　でんぷん
ワンタンの皮　ごま油

たまねぎ　長ねぎ　干しいたけ
にんにく　しょうが　にんじん
もやし　こまつな　りんご

626 27.9

7 水 地産地消の日【だいこん･世田谷区産/こなつな･江戸川区産】

ごはん　カレーコロッケ　和風サラダ　みそ汁　牛乳
手亡　豚ひき肉
油揚げ　牛乳

米　じゃがいも　油
小麦粉　パン粉
さとう

たまねぎ　キャベツ　きゅうり
にんじん　だいこん　こまつな
長ねぎ

588 19.9

6 火
世界の料理　【カナダ】
メープルトースト　ケベック風スープ
ツナサラダ　みかん　牛乳

ベーコン　豚肉　手亡
まぐろ油漬　牛乳

胚芽食パン　バター
メープルシロップ
じゃがいも　油
さとう

にんにく　たまねぎ　にんじん
キャベツ　こまつな　もやし
みかん

585 26.5

5 月
チキンライス　じゃがいものハニーサラダ
青菜とクリームコーンのスープ　牛乳

鶏肉　卵　牛乳
米　油　じゃがいも
はちみつ　でんぷん

たまねぎ　にんじん　しょうが
マッシュルーム　ほうれんそう
スイートコーン　キャベツ
ぶなしめじ　クリームコーン

1 木
豆乳タンタン麺　じゃこと野菜のサラダ
白玉アップルソース　牛乳

豚ひき肉　油揚げ
豆乳　ちりめんじゃこ
牛乳

蒸し中華めん　油
さとう　ごま　ごま油
白玉だんご

しょうが　にんにく　長ねぎ
にんじん　もやし　キャベツ
スイートコーン　チンゲンサイ
きゅうり　りんご

587 23.6

2 金
ごはん　魚のみぞれがけ　野菜のしょうがじょうゆがけ
みそ汁　牛乳

さば　油揚げ　わかめ
牛乳

米　でんぷん　さとう
じゃがいも

しょうが　だいこん　こまつな
はくさい　にんじん　たまねぎ 614 23.3

令和４年　１２月分　献立表
中央区立豊海小学校

日 曜 献立名
おもな使用食品の働き

エネルギー たんぱく質

体をつくるもとになる エネルギーのもとになる 体の調子を整えるもとになる kcal ｇ

児童１人１回当りの平均栄養摂取量（小学校）

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)

12月分平均 600 15.7 29.6 2.3 321 84 2.2 248 0.37 0.49 29 6.0
650 13～20 20～30 2.0 350 50 3 200 0.4 0.4 25 4.5

 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

12/19郷土料理【山梨県】 「ほうとう」とは小麦粉を練り、平らに切った「ほうとうめん」を、たっぷりの具材とともに味噌仕立ての汁で煮こんだ料理です。使う野菜に決

まりはありませんが、カボチャを入れて作ることが多いです。ほうとうに使う麺はうどんと違って、麺を打った後、寝かせずにすぐに切って煮こみます。そのため煮くずれしやすくな

りますが、汁にとろみがつき、麺とみその味が混じり合っておいしくなります。戦国時代の武将、武田信玄が自分の刀で食材を切ったことから「宝刀」と名付けられたという説

があります。

12/6世界の料理【カナダ】 今月のトーストはメープルシロップを使った「メープルトースト」です。カナダにはメープルの樹木が多く存在し、樹木は土から水分を吸い上

げ、糖分を含むメープルウォーターを出します。メープルウォーターを煮詰めることで、メープルシロップが完成します。また、カナダのケベック州で生まれた豆スープはカナダ

【季節の食材】
はたはた たら ほうれんそう こまつな だいこん はくさい 長ねぎ にんじん ごぼう さといも ゆず みかん りんご


