
平成30年度 12月 松戸市立八ケ崎第二小学校

3 月 654 26.8 23.5 2.7

4 火 648 29.1 18.9 2.7

5 水 649 22.5 19.0 3.0

6 木 666 27.2 20.6 1.7

7 金 629 30.0 26.4 2.8

10 月 633 23.1 21.3 2.2

11 火 669 27.2 22.9 1.9

12 水 667 26.9 18.0 3.2

13 木 610 23.1 24.1 2.4

14 金 654 26.4 18.7 2.9

17 月 628 23.9 19.7 2.7

18 火 610 23.2 14.3 2.5

19 水 662 23.2 23.1 2.0

645 25.6 20.8 2.5

　☆食材料の都合により、内容が異なることがあります。 ※裏面に今月の使用食材の主な産地を掲載してありますので、ご参照ください。
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給食予定献立表

日
曜
日

こんだて名
あかの食品 みどりの食品 きいろの食品 その他 ｴﾈﾙｷﾞｰ

kcal

たんぱ
く質
ｇ

脂肪

ｇ

食塩
相当量

ｇ
おもに血や肉となり
体を作るもとになる

おもに体の調子を整え
病気をしないようにする

おもにｴﾈﾙｷﾞｰになり
体を動かすもとになる

調味料類

五目炊き込みごはん　はんぺんフライ
ピーナッツあえ　みそしる　りんご
ぎゅうにゅう

あぶらあげ　とりにく　はんぺん

チーズ　ツナフレーク　たまご

あかみそ　しろみそ　ぎゅうにゅ

う

にんじん　ごぼう　ほししいたけ　たけのこ

ぶなしめじ　たまねぎ　ほうれんそう　キャ

ベツ　もやし　だいこん　ながねぎ　りんご

こめ　サラダあぶら　こむぎこ

パンこ　なたねあぶら　さとう

ピーナッツ

かつおぶし　しょうゆ　酒　み

りん　塩　こしょう

今月の目標 　　楽しい雰囲気作りをしよう 中学年平均

赤ワイン　ウスターソース　ハ

ヤシルウ　酢　しょうゆ　塩

こしょう　豚鶏スープ

ごはん　くるみのつくだに　野菜のごま煮
かきたまじる　りんご　ぎゅうにゅう

学校給食摂取基準（中学年）：エネルギー 640kcal、たんぱく質 24g、脂肪※ 17.8～21.3g、塩分 2.5g未満
※脂肪については、学校給食による摂取エネルギー全体の25～30％

さつまいものごはん 　さわらのさいきょうやき
ごもくきんぴら　なめこと豆腐のみそ汁
グレープフルーツ　ぎゅうにゅう

ちりめんじゃこ　さわら　　さい

きょうみそ　ぶたにく　さつまあ

げ　とうふ　あぶらあげ　あかみ

そ　しろみそ　ぎゅうにゅう

こまつな　ごぼう　にんじん　れんこん　こ

んにゃく　なめこ　ながねぎ　グレープフ

ルーツ

こめ　むぎ　ごまあぶら　さんお

んとう　ごま　さつまいも　さとう

じゃがいも　サラダあぶら

しょうゆ　みりん　かつおぶし

ハヤシライス　　カリカリサラダ
オニオンスープ　ぎゅうにゅう

ぶたにく　あさり　ちりめんじゃこ

ベーコン　たまご　ぎゅうにゅう

たまねぎ　にんじん　マッシュルーム　しょ

うが　にんにく　トマト　キャベツ　きゅうり

ブロッコリー　セロリー

こめ　じゃがいも　サラダあぶら

ごまあぶら　さとう　ワンタンの

かわ　なたねあぶら　ごま

にぼし　なまあげ　とりにく　たま

ご　とうふ　かまぼこ　ぎゅう

にゅう

にんじん　ごぼう　たけのこ　だいこん　ほ

ししいたけ　こんにゃく　さやいんげん　ほ

うれんそう　ながねぎ　りんご

こめ　くるみ　さとう　じゃがいも

さんおんとう　ごま　でんぷん

しょうゆ　みりん　酒　かつお

ぶし　塩

カレーうどん　お好み焼き　海草サラダ
ミックスナッツ　ぎゅうにゅう

ぶたにく　なると　いか　さくらえ

び　たまご　ぎゅうにゅう　あお

のり　かつおぶし　かいそうミッ

クス

たまねぎ　にんじん　ながねぎ　ほししいた

け　グリンピース　キャベツ　きゅうり　だい

こん

ゆでうどん　こむぎこ　こめこ　と

ろろいも　サラダあぶら　ごまあ

ぶら　さとう　ごま　カシューナッ

ツ　アーモンド

しょうゆ　カレールウ　カレー

こ　かつおぶし　中濃ソース

酢　塩

ごはん　にくどうふ　みそしる
みかんクレープ　ぎゅうにゅう

ぶたにく　とうふ　あぶらあげ

あかみそ　しろみそ　ぎゅうにゅ

う

ながねぎ　にんじん　たまねぎ　しらたき

ほししいたけ　きぬさや　こまつな　キャベ

ツ

こめ　さんおんとう　じゃがいも

クレープ

しょうゆ　みりん　酒　かつお

ぶし

きなこあげパン　コーンサラダ　ポトフ
みかん　ぎゅうにゅう

きなこ　ぶたにく　あさり　うずら

たまご　ぎゅうにゅう

コーン　キャベツ　きゅうり　にんじん　レモ

ンかじゅう　かぶ　かぶのは　たまねぎ　さ

やいんげん　みかん

コッペパン　グラニューとう　だい

ずあぶら　サラダあぶら　さとう

アーモンド　じゃがいも

塩　しょうゆ　酢　白ワイン　こ

しょう　豚鶏スープ

わかめごはん　じぶに　きびなごのごまフライ
みそ汁　メートココア　　　ぎゅうにゅう

わかめ　とりにく　なまあげ　き

びなご　あぶらあげ　あかみそ

しろみそ　ぎゅうにゅう

たけのこ　ほししいたけ　にんじん　ほうれ

んそう　キャベツ　ぶなしめじ　ながねぎ

こめ　むぎ　ごま　さといも　でん

ぷん　さんおんとう　こむぎこ

だいずあぶら　ミルメーク

しょうゆ　塩　みりん　酒　か

つおぶし

やさいたっぷりラーメン　じゃがまるくん
ブロッコリーのごまあえ　グレープフルーツ
ぎゅうにゅう

ぶたにく　なると　うずらたまご

あさり　ぎゅうにゅう　たまご　し

ろみそ

コーン　にんじん　もやし　はくさい　こまつ

な　ながねぎ　たけのこ　ブロッコリー　グ

レープフルーツ

ちゅうかめん　ごまあぶら　じゃ

がいも　ホットケーキミックス　だ

いずあぶら　きびざとう　ごま

酒　しょうゆ　豚鶏スープ　塩

こしょう　ケチャップ　みりん

シーフードピラフ　ひじきサラダ
白いんげん豆のシチュー　バナナ
ぎゅうにゅう

いか　えび　あさり　ひじき　い

んげんまめ　とりにく　ぎゅうにゅ

う　とうにゅう　なまクリーム

チーズ

にんじん　たまねぎ　にんにく　コーン

キャベツ　きゅうり　マッシュルーム　バナ

ナ

こめ　バター　さんおんとう　サラ

ダあぶら　ごま　じゃがいも　こ

めこ　こむぎこ

塩　こしょう　コンソメ　白ワイ

ン　しょうゆ　酢　豚鶏スープ

ごはん　　さんまのかんろに
やさいのごまあえ　豚汁　　りんご
ぎゅうにゅう

さんま　かまぼこ　ぶたにく　とう

ふ　しろみそ　あかみそ　ぎゅう

にゅう

しょうが　ながねぎ　こまつな　はくさい　も

やし　にんじん　ごぼう　だいこん　こん

にゃく　りんご

こめ　むぎ　さとう　さんおんとう

ごま　じゃがいも

酒　しょうゆ　みりん　かつお

ぶし

コーン茶めし　焼きししゃも　　おでん
おひたし　みかん　ぎゅうにゅう

ししゃも　ちくわ　つみれ　こんぶ

あげボール　うずらたまご　かつ

おぶし　ぎゅうにゅう

コーン　だいこん　にんじん　こんにゃく

キャベツ　もやし　ほうれんそう　みかん

こめ　じゃがいも　ちくわぶ　さと

う

塩　しょうゆ　酒　こんぶ　み

りん　かつおぶし

スパゲティミートソース　　コンソメスープ
チョコカップケーキ　ぎゅうにゅう

ぶたにく　だいず　あさり　チーズ

たまご　ぎゅうにゅう　なまクリー

ム

たまねぎ　マッシュルーム　にんにく　トマト

ピューレー　トマト　キャベツ　にんじん

コーン　パセリ

スパゲッティ　オリーブゆ　サラ

ダあぶら　じゃがいも　さとう　バ

ター　チョコレート　みずあめ　こ

むぎこ

塩　こしょう　赤ワイン　ケ

チャップ　ハヤシルウ　デミグ

ラスソース　酒　しょうゆ　コン

ソメ　ラム酒　ベーキングパウ

ダー　ココア

次のようなことはマナー違反なので、やめましょう。

食事中にふさわしく
ないことを話す

食事中に勝手に席を立
つ

ふざけながら食べる

早食い競争をする 食器の音を立てる
口に食べ物が入った

まま話す


