
平成31年度 4月 松戸市立八ケ崎第二小学校

8 月 655 23.1 16.7 2.3

9 火 625 21.8 19.1 1.9

10 水 622 24.8 20.8 2.7

12 金 583 27.4 15.2 2.3

15 月 669 25.9 22.2 2.7

16 火 674 27.1 26.1 2.4

17 水 655 21.7 14.4 2.1

18 木 684 25.9 19.7 3.5

19 金 628 26.2 22.8 2.0

22 月 620 27.4 17.3 3.1

23 火 643 24.1 24.5 2.4

24 水 612 22.5 17.0 2.1

25 木 658 23.3 19.9 1.7

26 金 612 29.3 18.9 2.5

639 25.0 19.6 2.4

　☆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。

給食予定献立表
きいろの食品 その他

日
曜
日

こんだて名
あかの食品 みどりの食品

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

ｴﾈﾙｷﾞｰ

kcal

たんぱ
く質
ｇ

脂質

ｇ

食塩
相当量

ｇ

ごはん　しんじゃがいものそぼろに
なめこと豆腐の味噌汁
手作りさくらゼリー　ぎゅうにゅう

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

にんじん　たまねぎ　さやいんげん　こん

にゃく　ほししいたけ　なめこ　ながねぎ

こめ　じゃがいも　さんおんとう

でんぷん　クールゼリー　カクテ

ルゼリー

しょうゆ　みりん　酒　かつお

ぶし

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

学校給食摂取基準（中学年）：エネルギー 650kcal、たんぱく質※21～32.5g、脂質※ 14.4～21.6g、食塩相当量 2g未満
※たんぱく質：学校給食による摂取エネルギー比13～20%、脂質：学校給食による摂取エネルギー比20～30％

ごはん 　さばのみそに　のりあえ
けんちんじる　グレープフルーツ
ぎゅうにゅう

さば　あかみそ　しろみそ　のり

なまあげ　ぎゅうにゅう

しょうが　ながねぎ　ほうれんそう　キャベ

ツ　もやし　にんじん　だいこん　ごぼう　こ

んにゃく　グレープフルーツ

こめ　さとう　さといも しょうゆ　みりん　酒　塩　か

つおぶし

さんさいうどん　いなりずし
ちくわの磯辺揚げ 　ピーナッツあえ
バナナ  　ぎゅうにゅう

とりにく　あぶらあげ　しらすぼ

し　いなりあげ　ちくわ　たまご

あおのり　あかみそ　ぎゅうにゅ

う

にんじん　こまつな　ながねぎ　だいこん

さんさいミックス　ほうれんそう　キャベツ

もやし　バナナ

ゆでうどん　さんおんとう　こめ

ごま　こむぎこ　あぶら　さとう

ピーナッツ

今月の目標 中学年平均

しょうゆ　塩　みりん　酒　か

つおぶし　酢

チンジャオロースーどん　じゃこサラダ
ちゅうかたまごスープ　タロッコ
ぎゅうにゅう

ぶたにく　わかめ　ちりめんじゃ

こ　とりにく　たまご　ぎゅうにゅ

う

ピーマン　たけのこ　にんじん　たまねぎ

しょうが　キャベツ　きゅうり　クリームコー

ン　ながねぎ　ほうれんそう　オレンジ

こめ　さとう　でんぷん　サラダ

あぶら　ごまあぶら　ごま

しょうゆ　酒　オイスターソー

ス　酢　塩　こしょう　薄口しょ

うゆ　豚鶏スープ

ごはん 　はんぺんフライ
おかか和え 　みそしる
カシューナッツ　ぎゅうにゅう

はんぺん　チーズ　ツナフレー

ク　たまご　かつおぶし　あぶら

あげ　わかめ　あかみそ　しろ

みそ　ぎゅうにゅう

たまねぎ　ほうれんそう　キャベツ　もやし

にんじん

こめ　むぎ　こむぎこ　パンこ

なたねあぶら　さとう　じゃがい

も　カシューナッツ

塩　こしょう　しょうゆ　みりん

かつおぶし

カレーライス　フルーツポンチ
コンソメスープ 　ぎゅうにゅう

ひよこまめ　ぶたにく　あさり

ぎゅうにゅう

たまねぎ　にんじん　しょうが　にんにく　り

んご　トマト　みかんかん　パインかん　も

もかん　バナナ　セロリー　パセリ

こめ　むぎ　じゃがいも　サラダ

あぶら　さとう

赤ワイン　カレーこ　ウスター

ソース　カレールウ　塩　こ

しょう　酒　しょうゆ　コンソメ

味噌ラーメン 　春巻き
はるさめサラダ　手作りプリン
ぎゅうにゅう

ぶたにく　だいず　うずらたまご

あかみそ　ぎゅうにゅう　とう

にゅう

にんじん　もやし　ながねぎ　たけのこ　に

ら　コーン　しょうが　にんにく　ほししいた

け　りょくとうもやし　キャベツ　きゅうり

ちゅうかめん　サラダあぶら　ご

まあぶら　はるまきのかわ　は

るさめ　さとう　でんぷん　だい

ずあぶら　ごま　プリン

しょうゆ　オイスターソース

豚鶏スープ　酒　酢　塩

コーンピラフ
ししゃものバターしょうゆ焼き
アーモンドサラダ 　ＡＢＣスープ
タロッコ　ぎゅうにゅう

とりにく　ベーコン　ウインナー

えび　ししゃも　ハム　ぎゅう

にゅう

たまねぎ　にんじん　コーン　しょうが　に

んにく　グリンピース　キャベツ　きゅうり

パセリ　オレンジ

こめ　むぎ　サラダあぶら　バ

ター　アーモンド　さとう　マカロ

ニ

酒　塩　薄口しょうゆ　こしょう

みりん　しょうゆ　酢　豚鶏

スープ

わかめごはん 　ハンバーグ
ミックスマッシュポテト 　みそしる
デコポン　ぎゅうにゅう

わかめ　ぶたにく　とうふ　だい

ず　あさり　ぎゅうにゅう　たまご

チーズ　なまクリーム　しろみそ

あかみそ

たまねぎ　にんじん　コーン　えだまめ　パ

セリ　ながねぎ　デコポン

こめ　ごま　パンこ　さんおんと

う　じゃがいも　バター

塩　こしょう　ウスターソース

赤ワイン　ケチャップ　かつお

ぶし

胚芽パン 　クリームシチュー
カリカリサラダ　バナナ 　ぎゅうにゅう

とりにく　あさり　いんげんまめ

ぎゅうにゅう　とうにゅう　なまク

リーム　ちりめんじゃこ

にんじん　たまねぎ　マッシュルーム　にん

にく　キャベツ　きゅうり　ブロッコリー　バ

ナナ

はいがパン　サラダあぶら

じゃがいも　バター　こむぎこ

ごまあぶら　さとう　ワンタンの

かわ　なたねあぶら　ごま

塩　こしょう　豚鶏スープ　赤

ワイン　酢　しょうゆ

中華丼 　中華和え　卵スープ
ぎゅうにゅう

ぶたにく　えび　いか　うずらた

まご　なると　あさり　たまご

ぎゅうにゅう

にんじん　はくさい　チンゲンサイ　たけの

こ　きくらげ　ヤングコーン　きぬさや　こま

つな　もやし　ザーサイ　クリームコーン

ながねぎ　ほうれんそう　しょうが

こめ　サラダあぶら　でんぷん

ごまあぶら　はるさめ　ごま

塩　こしょう　しょうゆ　豚鶏

スープ　酒　みりん　薄口しょ

うゆ

春野菜のパスタ　てづくりおからケーキ
ポテト豆スープ 　オレンジ
ぎゅうにゅう

ベーコン　あさり　おから　たま

ご　ぎゅうにゅう　なまクリーム

ひよこまめ

にんにく　キャベツ　アスパラガス　にんじ

ん　ぶなしめじ　たまねぎ　ほしぶどう

コーン　パセリ　オレンジ

スパゲッティ　オリーブゆ　バ

ター　こむぎこ　さんおんとう

じゃがいも

塩　こしょう　白ワイン　ベー

キングパウダー　しょうゆ　豚

鶏スープ

ごはん 　だいずのつくだに　筑前煮
味噌汁 　オレンジ　ぎゅうにゅう

ひじき　だいず　とりにく　とうふ

わかめ　あぶらあげ　しろみそ

あかみそ　ぎゅうにゅう

にんじん　ほししいたけ　ごぼう　たけのこ

こんにゃく　さやいんげん　ながねぎ　オレ

ンジ

こめ　でんぷん　あぶら　さんお

んとう　じゃがいも

しょうゆ　酒　みりん　かつお

ぶし

枝豆とじゃこのごはん　あじの香味やき
アーモンドあえ　豚汁
かわちばんかん　ぎゅうにゅう

ちりめんじゃこ　あじ　ぶたにく

とうふ　あかみそ　しろみそ

ぎゅうにゅう

えだまめ　しょうが　にんにく　ほうれんそう

キャベツ　もやし　ごぼう　だいこん　にん

じん　ながねぎ　かわちばんかん

こめ　ごま　ごまあぶら　アーモ

ンド　じゃがいも

酒　こんぶ　塩　しょうゆ　み

りん　かつおぶし


