
令和2年度 7月・8月 松戸市立寒風台小学校

13 月 601 25.8 17.5 1.9

14 火 653 25.3 27.3 2.2

15 水 634 23.7 18.4 1.7

16 木 609 23.2 18.5 2.1

17 金 652 22.0 20.6 2.2

18 土 627 26.0 20.6 2.2

20 月 636 26.4 17.8 2.1

21 火 609 27.1 23.0 2.1

22 水 615 26.1 18.8 2.5

27 月 603 20.5 13.7 1.5

28 火 611 23.1 21.0 2.4

29 水 609 24.6 16.7 2.1

30 木 599 25.6 22.3 2.1

31 金 627 26.7 19.8 2.3

1 土 664 21.1 16.2 1.2

623 24.5 19.5 2.0

　☆食材料の都合により、内容が異なることがあります。

スパゲティボロネーゼ　ブラウニー　きゃべ
つのスープ　ぎゅうにゅう

ぶたにく　だいず　あさり　チー
ズ　たまご　なまクリーム
ベーコン　ぎゅうにゅう

たまねぎ　にんじん　マッシュルーム　に
んにく　トマトピューレー　トマト　パセリ
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　アーモンド
さとう　みずあめ　こなざとう

塩　こしょう　赤ワイン　ケ
チャップ　ウスターソース　ハ
ヤシルウ　豚鶏スープ　ベー
キングパウダー　ココア　ラ
ム酒　しょうゆ

枝豆ごはん　いかのかりんとうがらめ　ごも
くきんぴら　味噌汁　ぎゅうにゅう

わかめ　いか　さつまあげ　ひ
じき　なまあげ　あかみそ　しろ
みそ　ぎゅうにゅう

えだまめ　ごぼう　にんじん　こんにゃく
さやいんげん　こまつな

こめ　でんぷん　こめこ　あぶ
ら　さとう　アーモンド　ごま
サラダあぶら

塩　酒　みりん　薄口しょうゆ
しょうゆ　かつおぶし

こくとうパン　シーフードシチュー　グリーン
サラダ　ぎゅうにゅう

いか　えび　あさり　ベーコン
ぎゅうにゅう　とうにゅう　なま
クリーム　チーズ

たまねぎ　にんじん　マッシュルーム　グ
リンピース　ブロッコリー　キャベツ　コー
ン　レモンかじゅう

こくとうパン　じゃがいも　サラ
ダあぶら　バター　こむぎこ　さ
とう

塩　こしょう　豚鶏スープ　酢
しょうゆ

ごはん　白身魚のたつた揚げにんにくポン
酢　切り干し大根のみそアーモンド　まめま
め味噌汁　ぎゅうにゅう

メルルーサ　しろみそ　とうふ
あぶらあげ　わかめ　とうにゅ
う　ぎゅうにゅう

しょうが　だいこん　にんにく　きりぼしだ
いこん　こまつな　にんじん　ながねぎ

こめ　でんぷん　こめこ　あぶ
ら　さんおんとう　アーモンド
じゃがいも

酒　しょうゆ　酢　かつおぶし

ゆかりごはん　白身魚のユーリンチーソー
ス　枝豆ポテト　味噌汁　ぎゅうにゅう

ほき　なまあげ　わかめ　あか
みそ　しろみそ　ぎゅうにゅう

ながねぎ　しょうが　にんにく　えだまめ
こまつな

こめ　ごま　でんぷん　こめこ
あぶら　ごまあぶら　さんおん
とう　じゃがいも　バター

ゆかり　酒　しょうゆ　酢　塩
こしょう　かつおぶし

ビビンバどん　アルファベットスープ　はち
みつレモンゼリー　ぎゅうにゅう

ぶたにく　ベーコン　ぎゅうにゅ
う

にんにく　にんじん　ぜんまい　ほうれん
そう　もやし　たまねぎ　キャベツ　パセリ

こめ　ごまあぶら　さとう　ごま
マカロニ　バター　レモンゼ
リー

しょうゆ　豆板醤　酒　白ワイ
ン　塩　こしょう　豚鶏スープ

チンジャオロースーどん　中華卵スープ
バンバンジーサラダ　ぎゅうにゅう

ぶたにく　ひじき　たまご　ぎゅ
うにゅう

ピーマン　たけのこ　たまねぎ　にんにく
しょうが　クリームコーン　コーン　ほうれ
んそう　キャベツ　きゅうり　にんじん

こめ　でんぷん　さとう　サラダ
あぶら　はるさめ　ごまあぶら
ごま　さんおんとう

しょうゆ　酒　オイスターソー
ス　豆板醤　塩　豚鶏スープ
酢　みりん

胚芽パン　タンドリーチキン　もやしのペペ
ロンチーノ　ミネストローネスープ　ぎゅう
にゅう

とりにく　ヨーグルト　ベーコン
ぶたにく　ひよこまめ　ぎゅう
にゅう

にんにく　しょうが　もやし　とうがらし　パ
セリ　たまねぎ　にんじん　キャベツ　ピー
マン　トマト　トマトピューレー

はいがパン　オリーブゆ　じゃ
がいも　マカロニ　サラダあぶ
ら

塩　こしょう　カレーこ　ケ
チャップ　ウスターソース
しょうゆ　豚鶏スープ

ピラフ　とりにくのからあげ　ツナサラダ　ひ
とくちリンゴゼリー　ぎゅうにゅう

ベーコン　とりにく　まぐろフ
レーク　ぎゅうにゅう

にんじん　たまねぎ　コーン　グリンピー
ス　しょうが　にんにく　ブロッコリー　キャ
ベツ　きゅうり　レモンかじゅう

こめ　サラダあぶら　でんぷん
あぶら　さとう　ごま　ひとくち
ゼリー

しょうゆ　コンソメ　塩　酒　こ
しょう　酢

わかめじゃこごはん　筑前煮　みそしる
ぎゅうにゅう

わかめ　ちりめんじゃこ　なま
あげ　とりにく　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　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

こめ　ごま　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

なめし　鮭フライ　じゃこのカリカリサラダ
ひとくちぶどうゼリー　ぎゅうにゅう

ぎんざけ　たまご　ちりめん
じゃこ　ぎゅうにゅう

キャベツ　きゅうり　にんじん　コーン　た
まねぎ

こめ　ごま　こめこ　パンこ　あ
ぶら　さとう　サラダあぶら　ご
まあぶら　ぶどうゼリー

なめしの素　中濃ソース
しょうゆ　酢

カレーうどん　チーズ焼きおにぎり　コーン
サラダ　冷凍アップル　ぎゅうにゅう

ぶたにく　なると　ちりめんじゃ
こ　あおのり　チーズ　ぎゅう
にゅう

たまねぎ　ながねぎ　こまつな　コーン
キャベツ　きゅうり　にんじん　りんご

うどん　サラダあぶら　でんぷ
ん　こめ　ごま　さとう

かつおぶし　しょうゆ　みりん
カレールウ　こしょう　カレー
こ　酒　塩　酢

キムチ　にんじん　にら　たまねぎ　なが
ねぎ　にんにく　しょうが　きゅうり　キャベ
ツ　コーン　オレンジ

こめ　ごまあぶら　ポテトチップ
ス　さとう　サラダあぶら

しょうゆ　酒　塩　こしょう　豆
板醤　酢　みりん

きな粉揚げパン　ポトフ　コールスローサラ
ダ　アーモンドカル　ぎゅうにゅう

きなこ　とりにく　ウインナー
うずらたまご　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　コーン　たまねぎ

コッペパン　あぶら　さとう
じゃがいも　さんおんとう　サラ
ダあぶら　アーモンドフィッシュ

塩　白ワイン　こしょう　豚鶏
スープ　酢　マスタード　しょ
うゆ

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％

今月の目標 えいせいに気をつけて食べよう 中学年平均
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夏野菜のカレーライス　ゼリー入りフルーツ
ポンチ　ぎゅうにゅう

ぶたにく　レンズまめ　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　なす　かぼちゃ
ピーマン　トマト　りんご　しょうが　にんに
く　パインかん　なつみかんかん　ももか
ん

じゃがいも　サラダあぶら　バ
ター　こむぎこ　こめ　カクテル
ゼリー　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　白ワイン　塩　豚
鶏スープ

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

ぶたキムチ丼　カリカリチップスサラダ　オ
レンジ　ぎゅうにゅう

ぶたにく　ぎゅうにゅう

6つの約束を守り、
元気に夏を過ごし
ましょう！


