
令和元年度 11月 松戸市立八ケ崎第二小学校

1 金 617 22.6 16.4 2.0

5 火 621 22.8 16.9 2.1

6 水 606 24.9 20.9 2.4

7 木 651 26.0 25.9 2.9

8 金 613 28.1 18.9 2.6

11 月 611 21.3 13.4 2.3

12 火 678 39.0 17.9 2.4

13 水 647 22.6 26.3 2.2

14 木 666 28.8 20.5 2.5

15 金 649 29.0 19.5 2.2

18 月 650 26.2 23.5 2.5

19 火 697 23.6 21.7 2.6

20 水 664 26.9 21.6 2.0

21 木 606 29.4 14.5 1.9

22 金 631 25.5 24.5 2.3

25 月 628 27.1 18.8 2.3

26 火 644 21.9 25.1 1.9

27 水 691 25.5 22.2 1.8

28 木 650 26.7 24.6 2.0

29 金 623 23.9 16.3 2.5

642 26.1 20.5 2.3

　☆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
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

脂質

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

ごはん　カルチャンつくだに
にくじゃが　みそしる　かき
ぎゅうにゅう

にぼし　かつおぶし

しおこんぶ　ぶたにく　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

たまねぎ　にんじん　こんにゃく

さやいんげん　しょうが　キャベツ

ながねぎ　かき

こめ　むぎ　ピーナッツ

くるみ　ごま　さとう

じゃがいも　きびざとう

サラダあぶら

酢　しょうゆ　酒　みりん　塩

かつおぶし

今月の目標 かんしゃのきもちをもってたべよう。 中学年平均

酒　しょうゆ　塩　みりん

かつおぶし

かんとんめん　ライスはるまき
ちゅうかあえ　カシューナッツ
グレープフルーツ　ぎゅうにゅう

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％

オムライスライス　フレンチサラダ
ＡＢＣスープ　てづくりりんごゼリー
ぎゅうにゅう

とりにく　あさり

うすやきたまご　ハム　だいず

ぎゅうにゅう

にんじん　たまねぎ　マッシュルーム

グリンピース　キャベツ　きゅうり

ブロッコリー　コーン　レモンかじゅう

パセリ　りんごジュース　りんご

こめ　サラダあぶら

ごまあぶら　さとう

マカロニ　じゃがいも

クールゼリー

塩　こしょう　赤ワイン

ケチャップ　酢　しょうゆ

豚鶏スープ

きのこごはん　とりてりやき
ひじきのごまあえ
なめこととうふのみそしる
バナナ　ぎゅうにゅう

あぶらあげ　とりにく　ひじき

とうふ　あかみそ　しろみそ

ぎゅうにゅう

ほししいたけ　ぶなしめじ　まいたけ

にんじん　キャベツ　しらたき

きぬさや　なめこ　ながねぎ

バナナ

こめ　さんおんとう　ごま

ぶたにく　なると　えび　いか　う

ずらたまご　ベーコン　ひじき

たまご　ぎゅうにゅう

にんじん　たけのこ　はくさい　こまつな

ながねぎ　ほししいたけ　たまねぎ

ほうれんそう　もやし　きくらげ

ザーサイ　グレープフルーツ

ちゅうかめん　でんぷん

ごまあぶら　こめ

はるまきのかわ

こむぎこ　あぶら　はるさめ

ごま　カシューナッツ

酒　豚鶏スープ　しょうゆ

オイスターソース　こしょう

塩　みりん

えだまめごはん　さばのごまつけやき
のりあえ　とんじる　みかん
ぎゅうにゅう

さば　のり　ぶたにく　とうふ

しろみそ　あかみそ

ぎゅうにゅう

えだまめ　ほうれんそう　キャベツ

もやし　にんじん　ごぼう　だいこん

こんにゃく　ながねぎ　みかん

こめ　むぎ　ごま　じゃがいも 酒　こんぶ　塩　みりん

しょうゆ　かつおぶし

カレーライス　ブロッコリーサラダ
トマトとベーコンのスープ
グレープフルーツ　ぎゅうにゅう

ぶたにく　あさり　だいず

ベーコン　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　コーン　ブロッコリー

キャベツ　きゅうり　レモンかじゅう

グレープフルーツ

こめ　むぎ　じゃがいも

サラダあぶら　さとう

赤ワイン　カレールウ

カレーこ　ウスターソース

しょうゆ　酢　塩　こしょう

豚鶏スープ

ごはん　あじのなんばんづけ
おかかあえ　　けんちんしる
かき　ぎゅうにゅう

あじ　かつおぶし　あぶらあげ

とうふ　ぎゅうにゅう

にんじん　たまねぎ　ピーマン

ほうれんそう　キャベツ

もやし　こんにゃく　ごぼう

ながねぎ　だいこん　かき

こめ　でんぷん　こむぎこ

だいずあぶら　さんおんとう

さとう　さといも

塩　こしょう　酒　しょうゆ

酢　とうがらし　みりん

かつおぶし

セサミトースト
しろいんげんまめのシチュー
かいそうサラダ　オレンジ
ぎゅうにゅう

いんげんまめ　はなまめ

とりにく　あさり

ぎゅうにゅう　とうにゅう

なまクリーム　チーズ

かいそうミックス

たまねぎ　にんじん　マッシュルーム

にんにく　キャベツ　きゅうり

だいこん　オレンジ

しょくパン　マーガリン　ごま

グラニューとう　じゃがいも

サラダあぶら　こむぎこ

バター　ごまあぶら　さとう

白ワイン　塩　こしょう

豚鶏スープ　酢　しょうゆ

ごもくあんかけやきそば　ピザまん
わかめたまごスープ　バナナ
ぎゅうにゅう

ぶたにく　いか　あさり　なると

ぎゅうにゅう　たまご　だいず

わかめ　ちくわ

はくさい　たまねぎ　にんじん　もやし

チンゲンサイ　ほししいたけ　たけのこ

えのきたけ　ながねぎ　しょうが　バナナ

ちゅうかめん　サラダあぶら

ごまあぶら　でんぷん

こむぎこ　むしパンミックス

バター　ごま

塩　こしょう　酒　しょうゆ

オイスターソース

豚鶏スープ

ベーキングパウダー

ピザソース

ごはん　すきやきふうに
ししゃものてりやき
みそしる　りんご
ぎゅうにゅう

ぶたにく　やきとうふ　ししゃも

あぶらあげ　わかめ

あかみそ　しろみそ

ぎゅうにゅう

しらたき　はくさい　にんじん　ながねぎ

えのきたけ　ぶなしめじ　ほししいたけ

しゅんぎく　りんご

こめ　はいがまい

さんおんとう　さとう　ごま

じゃがいも

酒　みりん　しょうゆ

かつおぶし

ごもくたきこみごはん
さんまのうめに
ごぼうとさやインゲンのごまがらめ
だいこんのみそしる　きなこまめ
ぎゅうにゅう

あぶらあげ　とりにく　さんま

しろみそ　あかみそ

いりだいず

きなこ　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　うめぼし

しょうが　ながねぎ　さやいんげん

もやし　だいこん

こめ　サラダあぶら

さんおんとう　さとう

ごま　じゃがいも

かつおぶし　しょうゆ　酒

みりん

チョコ・ジャムサンド
ポークビーンズ　かいそうサラダ
グレープフルーツ　ぎゅうにゅう

だいず　ぶたにく

かいそうミックス

ぎゅうにゅう

にんじん　たまねぎ　マッシュルーム

キャベツ　きゅうり　だいこん

グレープフルーツ

しょくパン　チョコクリーム

こくとうしょくパン　いちごジャム

じゃがいも　こむぎこ　バター

サラダあぶら　ごまあぶら

さとう　ごま

ケチャップ　塩　こしょう

赤ワイン　酢　しょうゆ

ごはん　あじつけのり
ぶたにくのねぎチーズフライ
あおなのごまあえ　みそしる
りんご　ぎゅうにゅう

あじつけのり　ぶたにく

チーズ　たまご

しろみそ　あぶらあげ

あかみそ　ぎゅうにゅう

あじさいねぎ　こまつな　キャベツ

もやし　かぶ　ながねぎ　りんご

こめ　むぎ　こむぎこ　パンこ

なたねあぶら　さとう　ごま

塩　こしょう　みりん　しょうゆ

かつおぶし

チンジャオロースーどん
ちゅうかたまごスープ
ヨーグルト　ぎゅうにゅう

ぶたにく　とりにく　たまご

ヨーグルト　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　クリームコーン

ながねぎ　ほうれんそう

こめ　さとう　でんぷん

サラダあぶら

しょうゆ　酒

オイスターソース

塩　こしょう

薄口しょうゆ　豚鶏スープ

焼きうどん　わかさぎフリッター
スイートビーンズポテト
とうふのとろみスープ
パインアップル　ぎゅうにゅう

ぶたにく　なると　さくらえび

かつおぶし

わかさぎフリッター

はなまめ　チーズ

なまクリーム　たまご　とりにく

とうふ　ぎゅうにゅう

しょうが　キャベツ　ながねぎ　たけのこ

にんじん　ほししいたけ　ピーマン

きくらげ　あさつき　パイン

ゆでうどん　サラダあぶら

だいずあぶら　さつまいも

さんおんとう　バター

でんぷん

しょうゆ　酒　塩　こしょう

バニラエッセンス　みりん

薄口しょうゆ　豚鶏スープ

コーンピラフ
しろみさかなのハーブあげ
えだまめポテト　コンソメスープ
オレンジ　ぎゅうにゅう

とりにく　ベーコン

ウインナー　えび

メルルーサ　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　おろしにんにく

えだまめ　セロリー　パセリ　オレンジ

こめ　むぎ　サラダあぶら

バター　でんぷん　こめこ

だいずあぶら　じゃがいも

酒　塩　薄口しょうゆ

こしょう　パプリカ

オールスパイス　しょうゆ

コンソメ

アップルトースト　ポトフ
コーンサラダ　ぎゅうにゅう

とりにく　ウインナー　あさり

うずらたまご　ぎゅうにゅう

りんご　にんじん　かぶ　キャベツ

さやいんげん　コーン　きゅうり

レモンかじゅう

しょくパン　マーガリン

あんずジャム　グラニューとう

じゃがいも　サラダあぶら

さとう　アーモンド

白ワイン　塩　こしょう

豚鶏スープ　しょうゆ　酢

ごはん　すぶた　はるさめスープ
みかん　ぎゅうにゅう

ぶたにく　とうふ　ぎゅうにゅう しょうが　にんじん　たけのこ　たまねぎ

ほししいたけ　ピーマン　こまつな

もやし　ながねぎ　みかん

こめ　はいがまい　でんぷん

だいずあぶら　さとう

サラダあぶら　はるさめ

しょうゆ　酒　ケチャップ　塩

酢　こしょう　コンソメ

ごはん　まめかりんとう
なまあげのごまに　みそしる
グレープフルーツ　ぎゅうにゅう

にぼし　だいず　ぎゅうにゅう

なまあげ　とりにく

あぶらあげ　しろみそ

あかみそ

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

ながねぎ　ほうれんそう

グレープフルーツ

こめ　はいがまい　でんぷん

さつまいも　なたねあぶら

さとう　みずあめ　ごま

アーモンド　じゃがいも

さんおんとう

しょうゆ　酒　みりん

かつおぶし

鮭のスープスパゲッティ
じゃこのカリカリサラダ
にんじんマフィン　ぎゅうにゅう

ぎんざけ　ベーコン　あさり

ぎゅうにゅう　とうにゅう

わかめ　ちりめんじゃこ

たまご　ヨーグルト

ぶなしめじ　たまねぎ　にんにく　パセリ

キャベツ　きゅうり　にんじん

ほしぶどう

スパゲッティ　こむぎこ

バター　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　くるみ

白ワイン　コンソメ　塩

こしょう　酢　しょうゆ

ベーキングパウダー　重曹


