
令和2年度 9月 松戸市立寒風台小学校

7 月 641 21.3 17.7 1.7

8 火 602 26.5 19.7 2.7

9 水 646 27.0 14.7 1.2

10 木 615 28.0 16.7 2.3

11 金 640 25.8 20.0 2.3

14 月 607 25.8 20.7 1.8

15 火 645 27.3 22.1 2.5

16 水 630 21.7 15.6 2.6

17 木 678 24.4 26.4 2.7

18 金 611 26.8 14.8 1.2

23 水 642 24.0 22.8 1.8

24 木 604 23.5 20.1 2.0

25 金 607 28.0 18.4 2.3

28 月 648 26.6 17.8 1.4

29 火 603 23.3 24.1 2.2

30 水 612 28.7 21.4 2.2

623 25.3 19.7 2.1

　☆食材料の都合により、内容が異なることがあります。

枝豆ごはん　肉と生揚げのみそ炒め　アー
モンドカル　ぎゅうにゅう

わかめ　なまあげ　ぶたにく
あかみそ　ぎゅうにゅう

えだまめ　にんじん　たけのこ　たまねぎ
ほししいたけ　さやいんげん

こめ　サラダあぶら　さんおん
とう　ごま　アーモンドフィッ
シュ

塩　酒　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％

ごはん　おかかふりかけ　ホイコーロー　白
玉あずき　ぎゅうにゅう

かつおぶし　のり　ぶたにく　な
まあげ　あずき　ぎゅうにゅう

にんにく　キャベツ　ピーマン　あかピー
マン　ながねぎ　にんじん　きくらげ　ほし
しいたけ

こめ　ごま　さとう　でんぷん
ごまあぶら　しらたま　さんお
んとう

しょうゆ　みりん　酒　豆板醤
甜麺醤　塩

ココアあげパン　ポトフ　ツナサラダ　ぎゅう
にゅう

とりにく　ウインナー　うずらた
まご　まぐろフレーク　ぎゅう
にゅう

にんじん　かぶ　キャベツ　さやいんげん
ブロッコリー　きゅうり　レモンかじゅう

コッペパン　あぶら　さとう
じゃがいも　サラダあぶら　ご
ま

ココア　白ワイン　塩　こしょ
う　豚鶏スープ　しょうゆ　酢

コーンわかめラーメン　五色のおにぎり　わ
かさぎフリッター　ひとくちぶどうゼリー
ぎゅうにゅう

ぶたにく　わかめ　あさり　うず
らたまご　わかさぎフリッター
ぎゅうにゅう

にんにく　しょうが　にんじん　コーン　あ
じつけメンマ　だいずもやし　ながねぎ
たまねぎ

ちゅうかめん　ごまあぶら　こ
め　ごま　ごしきはなむすび
あぶら　ぶどうゼリー

しょうゆ　酒　塩　こしょう　豚
鶏スープ

ぶたキムチどん　豆っこ汁　さくらんぼゼ
リー　ぎゅうにゅう

ぶたにく　とうふ　あぶらあげ
だいず　とうにゅう　しろみそ
ぎゅうにゅう

キムチ　にら　たまねぎ　ながねぎ　おろ
しにんにく　おろししょうが　ばんのうねぎ

こめ　ごまあぶら　さくらんぼゼ
リー

しょうゆ　酒　塩　こしょう　豆
板醤　かつおぶし

チンジャオロースーどん　ビーンズスープ
ぎゅうにゅう

ぶたにく　だいず　あさり　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　にんじん　グリンピース　トマト

こめ　でんぷん　さとう　サラダ
あぶら　じゃがいも　さんおん
とう

しょうゆ　酒　オイスターソー
ス　豆板醤　ケチャップ　塩
豚鶏スープ

わかめじゃこごはん　筑前煮　きなこアーモ
ンド　ぎゅうにゅう

わかめ　ちりめんじゃこ　なま
あげ　とりにく　きなこ　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

こめ　ごま　じゃがいも　さんお
んとう　サラダあぶら　アーモ
ンド　さとう

しょうゆ　みりん　酒　かつお
ぶし

ゆかりじゃこごはん　いかのかりんとうがら
め　ごもくきんぴら　冷凍黄桃　ぎゅうにゅう

ちりめんじゃこ　いか　さつまあ
げ　ひじき　ぎゅうにゅう

ごぼう　にんじん　こんにゃく　さやいんげ
ん　もも

こめ　ごま　でんぷん　こめこ
あぶら　さとう　アーモンド　サ
ラダあぶら

ゆかり　みりん　薄口しょうゆ
しょうゆ　酒

スパゲティミートソース　チョコスコーン　こ
まつなとベーコンのスープ　ぎゅうにゅう

ぶたにく　だいず　あさり　チー
ズ　ぎゅうにゅう　ベーコン

たまねぎ　にんじん　おろしにんにく　マッ
シュルーム　パセリ　トマトピューレー　ト
マト　コーン　こまつな

サラダあぶら　バター　スパ
ゲッティ　オリーブゆ　こむぎこ
さとう　チョコレート

ケチャップ　赤ワイン　ハヤ
シルウ　ウスターソース　塩
こしょう　ベーキングパウ
ダー　白ワイン　バニラエッ
センス　かつおぶし　しょうゆ

ごはん　じゃこアーモンドふりかけ　生揚げ
の中華煮　オレンジ　ぎゅうにゅう

ちりめんじゃこ　しおこんぶ　な
まあげ　ぶたにく　さくらえび
うずらたまご　ぎゅうにゅう

にんじん　たまねぎ　たけのこ　きくらげ
さやいんげん　おろしにんにく　おろししょ
うが　オレンジ

こめ　アーモンド　ごま　さんお
んとう　ごまあぶら　でんぷん

みりん　しょうゆ　酒　オイス
ターソース

コッペパン　いちごジャム　タンドリーサー
モン　コーンポテト　アルファベットスープ
ぎゅうにゅう

ぎんざけ　ヨーグルト　ベーコ
ン　ぎゅうにゅう

にんにく　しょうが　コーン　たまねぎ　に
んじん　キャベツ　パセリ

コッペパン　いちごジャム　じゃ
がいも　バター　マカロニ

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　白ワイン　豚鶏スー
プ

けんちんうどん　　焼きししゃも　きんぴら大
豆　　きなこおはぎ　ぎゅうにゅう

とりにく　かまぼこ　あぶらあげ
ししゃも　ぶたにく　さつまあげ
だいず　きなこ　ぎゅうにゅう

にんじん　だいこん　ごぼう　こまつな　な
がねぎ　ほししいたけ　さやいんげん　こ
んにゃく

うどん　サラダあぶら　さんお
んとう　アルファかもちごめ

しょうゆ　みりん　酒　塩　か
つおぶし

焼肉丼　わかめスープ　チーズドック　ぎゅ
うにゅう

ぶたにく　わかめ　ちくわ　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　えのきた
け　ながねぎ

こめ　サラダあぶら　ごま　ご
まあぶら　さんおんとう　チー
ズドック

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

ながねぎ　しょうが　にんにく　たけのこ
えのきたけ　こまつな

はいがパン　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　はるさめ

酒　しょうゆ　酢　塩　こしょう
薄口しょうゆ　豚鶏スープ

ごはん　たまごふりかけ　肉じゃが　黒みつ
白玉　ぎゅうにゅう

たまご　ちりめんじゃこ　のり
ぶたにく　きなこ　ぎゅうにゅう

にんじん　たまねぎ　こんにゃく　さやいん
げん

こめ　サラダあぶら　ごま　じゃ
がいも　さとう　しらたま　くろざ
とう

しょうゆ　みりん　塩　酒　か
つおぶし

ポークカレーライス　ゼリー入りフルーツポ
ンチ　ぎゅうにゅう

ぶたにく　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　みかんかん　パインかん　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　オールスパイス
白ワイン　塩　豚鶏スープ

今月の目標 たべもののはたらきについて知ろう 中学年平均

胚芽パン　白身魚のユーリンチーソース
こふきいも　はるさめスープ　ぎゅうにゅう

ほき　とうふ　ベーコン　ぎゅう
にゅう
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おもに血や肉となり
体を作るもとになる
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体を動かすもとになる
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