
令和2年度 1月 松戸市立寒風台小学校

6 水 641 22.6 19.5 2.1

7 木 612 23.3 20.7 2.5

8 金 601 25.3 18.3 2.7

12 火 651 24.4 27.1 2.2

13 水 634 24.2 24.6 3.1

14 木 637 24.4 30.4 2.2

15 金 606 23.0 19.7 2.0

18 月 605 27.1 17.0 2.1

19 火 631 27.1 23.9 3.2

20 水 624 25.8 19.4 1.9

21 木 618 19.0 15.5 2.2

22 金 620 23.8 19.2 1.9

25 月 635 22.6 20.3 3.0

26 火 628 28.2 23.1 2.6

27 水 609 23.9 18.0 2.1

28 木 628 24.1 32.1 3.9

29 金 621 26.2 18.0 1.7

624 24.4 21.6 2.4

　☆食材料の都合により、内容が異なることがあります。

みそラーメン　アメリカンドック
カリカリチップスサラダ　きくかみかん
ぎゅうにゅう

ぶたにく　なると　うずらたまご
あかみそ　フランクフルト　たま
ご　ぎゅうにゅう

しょうが　にんにく　にんじん　ながねぎ
もやし　コーン　ザーサイ　あじつけメンマ
きゅうり　キャベツ　みかん

ちゅうかめん　サラダあぶら
ホットケーキミックス　あぶら
ポテトチップス　さとう　ごまあ
ぶら

酒　しょうゆ　オイスターソー
ス　豚鶏スープ　ケチャップ
酢　こしょう　みりん

ごはん　さけとチーズのはるまき
ビーンズサラダ　とうにゅういりやさいじる
ぎゅうにゅう

さけ　チーズ　いんげんまめ
あかみそ　ぶたにく　あぶらあ
げ　しろみそ　とうにゅう　ぎゅ
うにゅう

しそのは　きゅうり　にんじん　キャベツ
えだまめ　ごぼう　だいこん　こんにゃく
ながねぎ　こまつな

こめ　はるまきのかわ　こむぎ
こ　あぶら　サラダあぶら　さと
う　ごま　じゃがいも

酒　こしょう　酢　塩　かつお
ぶし

コッペパン　とうふハンバーグ
コールスローサラダ　コーンポタージュ
ぎゅうにゅう

ぶたにく　とうふ　あさり　ぎゅ
うにゅう　たまご　ベーコン　と
うにゅう　はなまめ　スキムミ
ルク

たまねぎ　キャベツ　きゅうり　にんじん
クリームコーン　パセリ

コッペパン　パンこ　さんおんと
う　サラダあぶら　バター　こむ
ぎこ

塩　こしょう　ナツメグ　ケ
チャップ　赤ワイン　ウスター
ソース　酢　マスタード　しょ
うゆ　ローリエ　豚鶏スープ

ごはん　いわしのうめしそまき
かいそうサラダ　まめまめみそしる
ぎゅうにゅう

まいわし　かいそうミックス　と
うふ　あぶらあげ　わかめ　と
うにゅう　しろみそ　ぎゅうにゅ
う

しそのは　うめぼし　キャベツ　きゅうり
ブロッコリー　ながねぎ　こまつな

こめ　はるまきのかわ　あぶら
こむぎこ　サラダあぶら　ごま
あぶら　さとう　ごま　じゃがい
も

酒　しょうゆ　酢　かつおぶし

やきにくどん　ポテトスープ
きなこアーモンド　ぎゅうにゅう

ぶたにく　ベーコン　きなこ
ぎゅうにゅう

しょうが　にんにく　たまねぎ　にんじん
ぶなしめじ　しらたき　ピーマン　コーン
パセリ

こめ　サラダあぶら　ごまあぶ
ら　さんおんとう　じゃがいも
バター　アーモンド　さとう

しょうゆ　酒　コチュジャン
みりん　オイスターソース
塩　こしょう　豚鶏スープ

わかめごはん　ししゃものいそべあげ
きりぼしだいこんのみそアーモンド
かきたまじる　ぎゅうにゅう

わかめ　ししゃも　あおのり　た
まご　しろみそ　ぎゅうにゅう

きりぼしだいこん　こまつな　にんじん　ほ
ししいたけ

こめ　ごま　こむぎこ　あぶら
さんおんとう　アーモンド　しら
たま　でんぷん

酒　しょうゆ　塩　かつおぶし

ごはん　ちくぜんに　まめっこじる
いよかん　ぎゅうにゅう

なまあげ　とりにく　とうふ　だ
いず　わかめ　しろみそ　ぎゅ
うにゅう

にんじん　ごぼう　たけのこ　ほししいた
け　こんにゃく　さやいんげん　ながねぎ
いよかん

こめ　じゃがいも　さんおんとう
サラダあぶら

しょうゆ　みりん　酒　かつお
ぶし

しっぽくうどん　ごしきのおにぎり
ごもくきんぴら　だいがくいも　ぎゅうにゅう

とりにく　あぶらあげ　かまぼこ
さつまあげ　ひじき　ぎゅうにゅ
う

にんじん　ながねぎ　ほししいたけ　みず
な　ゆず　　ごぼう　こんにゃく　さやいん
げん

うどん　ふ　こめ　ごま　ごしき
はなむすび　サラダあぶら　さ
とう　さつまいも　あぶら　みず
あめ

しょうゆ　塩　みりん　酒　か
つおぶし　こんぶ

マーボーどん　とりとレタスのスープ
りんご　ぎゅうにゅう

とうふ　ぶたにく　まめみそ　あ
かみそ　とりにく　たまご　ぎゅ
うにゅう

たまねぎ　ながねぎ　たけのこ　にんじん
にら　ほししいたけ　おろしにんにく　おろ
ししょうが　ぶなしめじ　レタス　りんご

ごまあぶら　さとう　でんぷん
こめ

豆板醤　しょうゆ　豚鶏スー
プ　塩　こしょう　酒　みりん
薄口しょうゆ

こくとうパン　とうふのラザニア　グリーンサ
ラダ　やさいとおまめのコンソメスープ
ぎゅうにゅう

とうふ　ぶたにく　チーズ　ベー
コン　いんげんまめ　ひよこま
め　ぎゅうにゅう

たまねぎ　マッシュルーム　おろししょうが
おろしにんにく　ブロッコリー　キャベツ
にんじん　コーン　レモンかじゅう　パセリ

こくとうパン　サラダあぶら　さ
とう

ケチャップ　赤ワイン　しょう
ゆ　チリパウダー　塩　コンソ
メ　酢　こしょう　豚鶏スープ

さけのクリームスパゲティ　クロワッサン
きゃべつのスープ　ぎゅうにゅう

さけ　あさり　ベーコン　ぎゅう
にゅう　なまクリーム

たまねぎ　にんじん　ぶなしめじ　ほうれ
んそう　キャベツ　コーン　こまつな

スパゲッティ　サラダあぶら
バター　こむぎこ　クロワッサン
グラニューとう

白ワイン　塩　こしょう　豚鶏
スープ　ローリエ　しょうゆ

えだまめごはん　いわしのからあげ
じょうもんあえ　けんちんじる　ぎゅうにゅう

まいわし　ひじき　かつおぶし
とりにく　あぶらあげ　ぎゅう
にゅう

えだまめ　おろししょうが　キャベツ　にん
じん　れんこん　こまつな　ほししいたけ
こんにゃく　だいこん　ながねぎ

こめ　でんぷん　あぶら　さとう
アーモンド　ごま　じゃがいも
サラダあぶら

塩　酒　こんぶ　しょうゆ　み
りん　薄口しょうゆ　かつお
ぶし

きなこ　とりにく　ウインナー
うずらたまご　いんげんまめ
あかみそ　ぎゅうにゅう

にんじん　かぶ　キャベツ　さやいんげん
きゅうり　えだまめ　みかん

コッペパン　あぶら　さとう
じゃがいも　サラダあぶら　ご
ま

塩　こしょう　豚鶏スープ　酢

ごはん　さばのみそに　やさいのごまあえ
すましじる　ぎゅうにゅう

さば　あかみそ　わかめ　はん
ぺん　ぎゅうにゅう

しょうが　ながねぎ　こまつな　にんじん
もやし　キャベツ　ぶなしめじ　えのきたけ

こめ　さとう　ごま 酒　しょうゆ　みりん　かつお
ぶし　塩

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％

ななくさごはん　さばのねぎみそやき
こぶちゃあえ　おことじる　ぎゅうにゅう

さば　しろみそ　きんときまめ
ぶたにく　とうふ　あかみそ
ぎゅうにゅう

ななくさ　だいこんのは　かぶのは　なが
ねぎ　こまつな　キャベツ　もやし　にんじ
ん　ごぼう　だいこん　こんにゃく

こめ　さんおんとう　さといも なめしの素　みりん　しょうゆ
酒　昆布茶　かつおぶし

ほうとう　ゆかりおにぎり　ししゃものてりや
き　きくかみかん　ぎゅうにゅう

ぶたにく　あかみそ　しろみそ
うずらたまご　ししゃも　ぎゅう
にゅう

だいこん　かぼちゃ　ごぼう　ながねぎ
ほししいたけ　みかん

ほうとう　こめ　ごま　さとう

ポークカレーライス　コーンサラダ
バナナ　ぎゅうにゅう

ぶたにく　あさり　ヨーグルト
スキムミルク　チーズ　ぎゅう
にゅう

たまねぎ　にんじん　トマト　トマトピュー
レー　りんご　おろししょうが　おろしにん
にく　コーン　キャベツ　きゅうり　ブロッコ
リー　レモンかじゅう　バナナ

じゃがいも　サラダあぶら　バ
ター　こむぎこ　こめ　ごま　さ
とう

カレーこ　チャツネ　ウスター
ソース　ガラムマサラ　マサ
ラマイルド　オールスパイス
白ワイン　塩　豚鶏スープ
しょうゆ　酢　こしょう

今月の目標 食事と文化を知ろう 中学年平均

しょうゆ　酒　かつおぶし　こ
んぶ　ゆかり

きなこあげパン　ポトフ　ビーンズサラダ
きくかみかん　ぎゅうにゅう
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