
令和2年度 10月 松戸市立寒風台小学校

1 木 642 19.4 14.8 1.2

2 金 601 24.2 16.2 3.2

5 月 603 25.2 20.3 3.0

6 火 643 23.5 21.4 2.6

7 水 609 23.4 19.9 2.2

8 木 603 28.3 21.6 3.5

9 金 620 21.7 23.0 1.5

12 月 688 27.5 26.9 2.5

13 火 623 21.6 21.4 2.0

14 水 613 23.6 22.0 2.2

15 木 612 23.4 22.1 2.4

16 金 601 27.4 15.1 2.3

19 月 656 21.7 25.0 2.0

20 火 601 31.9 24.9 2.4

21 水 633 26.2 23.8 2.9

22 木 612 21.8 23.2 1.6

23 金 600 27.4 16.6 2.1

26 月 639 25.5 19.7 2.7

27 火 643 24.4 24.4 3.1

28 水 633 24.5 17.6 1.9

29 木 633 28.3 22.0 1.4

30 金 686 26.3 25.0 2.2

627 24.9 21.2 2.3

　☆食材料の都合により、内容が異なることがあります。

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

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

今月の目標 たべもののはたらきを知ろう 中学年平均

酒　しょうゆ　塩　みりん　こ
しょう　かつおぶし

ピザトースト　ひじきと春雨のサラダ　アル
ファベットスープ　パインアップル缶　ぎゅう
にゅう

ひじきごはん　生揚げの肉巻き　こふきい
も　まめまめみそしる　ぎゅうにゅう

あぶらあげ　だいず　ひじき
なまあげ　ぶたにく　とうふ　わ
かめ　とうにゅう　しろみそ
ぎゅうにゅう

しらたき　にんじん　ほししいたけ　おろし
しょうが　ながねぎ　こまつな

こめ　さとう　さんおんとう　で
んぷん　ごま　じゃがいも

秋のカレーライス　白玉入りフルーツポン
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

おろししょうが　おろしにんにく　たまねぎ
にんじん　なす　ぶなしめじ　マッシュ
ルーム　トマト　トマトピューレー　りんご
みかんかん　パインかん　ももかん

こめ　サラダあぶら　さつまい
も　バター　こむぎこ　しらたま
さとう

ベーコン　ししゃも　だいず　ぶ
たにく　あさり　ぎゅうにゅう

ぶなしめじ　コーン　たまねぎ　にんじん
ブロッコリー　キャベツ　きゅうり　グリン
ピース　トマト

こめ　サラダあぶら　バター　こ
むぎこ　ごま　あぶら　コーンフ
レーク　さとう　ごまあぶら
じゃがいも　さんおんとう

しめじのピラフ　ししゃものごまあげ　カリポ
リサラダ　ビーンズスープ　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％

五目うどん　ゆかりおにぎり　きんぴら大豆
りんご　ぎゅうにゅう

とりにく　あぶらあげ　かまぼこ
ぶたにく　さつまあげ　だいず
ぎゅうにゅう

にんじん　こまつな　ながねぎ　ほししい
たけ　ごぼう　さやいんげん　こんにゃく
りんご

うどん　こめ　ごま　サラダあぶ
ら　さんおんとう

しょうゆ　みりん　塩　かつお
ぶし　ゆかり

さんまのかばやきどん　豆乳入り野菜汁
ぶどうゼリー　ぎゅうにゅう

さんま　ぶたにく　あぶらあげ
しろみそ　とうにゅう　ぎゅう
にゅう

おろししょうが　ごぼう　だいこん　こん
にゃく　にんじん　ながねぎ　こまつな

こめ　でんぷん　あぶら　さとう
じゃがいも　ぶどうゼリー

しょうゆ　みりん　かつおぶし

ハム　チーズ　ひじき　ベーコ
ン　ぎゅうにゅう

たまねぎ　ピーマン　マッシュルーム　に
んにく　コーン　もやし　キャベツ　にんじ
ん　パセリ　パインかん

しょくパン　サラダあぶら　はる
さめ　ごまあぶら　さとう　ごま
マカロニ　バター

ケチャップ　ピザソース　塩
こしょう　酢　しょうゆ　白ワイ
ン　豚鶏スープ

コンソメ　酒　塩　こしょう　白
ワイン　しょうゆ　酢　ケ
チャップ　豚鶏スープ

こくとうパン　かぼちゃのシチュー　グリーン
サラダ　オレンジ　ぎゅうにゅう

ぶたにく　チーズ　ぎゅうにゅう
とうにゅう　なまクリーム

にんじん　たまねぎ　かぼちゃ　マッシュ
ルーム　ブロッコリー　キャベツ　コーン
レモンかじゅう　オレンジ

こくとうパン　サラダあぶら　こ
むぎこ　バター　さとう

白ワイン　塩　こしょう　豚鶏
スープ　酢　しょうゆ

ちゃんぽんめん　チーズ焼きおにぎり　大
根サラダ　ぎゅうにゅう

ぶたにく　あさり　いか　うずら
たまご　ちりめんじゃこ　あお
のり　チーズ　わかめ　ぎゅう
にゅう

にんじん　もやし　はくさい　ながねぎ　た
けのこ　きくらげ　おろししょうが　だいこ
ん　きゅうり

ちゅうかめん　でんぷん　ごま
あぶら　こめ　ごま　さとう　サ
ラダあぶら

酒　豚鶏スープ　こしょう　塩
しょうゆ　酢

ほうとう　五色のおにぎり　わかさぎフリッ
ター　かいそうサラダ　ぎゅうにゅう

ぶたにく　あかみそ　しろみそ
うずらたまご　わかさぎフリッ
ター　かいそうミックス　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　キャベツ　きゅうり　ブロッ
コリー

ほうとう　こめ　ごま　ごしきは
なむすび　あぶら　サラダあぶ
ら　ごまあぶら　さとう

しょうゆ　酒　かつおぶし　こ
んぶ　酢

ごはん　さばのみそに　こまつなのいそあ
え　具だくさん汁　ぎゅうにゅう

さば　あかみそ　のり　とりにく
なまあげ　しろみそ　ぎゅう
にゅう

しょうが　ながねぎ　こまつな　もやし　ご
ぼう　だいこん　にんじん　ぶなしめじ　こ
んにゃく

こめ　さとう　サラダあぶら
じゃがいも

酒　しょうゆ　みりん　かつお
ぶし

なめし　さばのカレー揚げ　のりあえ　かき
たま汁　ぎゅうにゅう

さば　のり　たまご　ぎゅうにゅ
う

しょうが　ほうれんそう　キャベツ　こまつ
な　にんじん　ほししいたけ

こめ　ごま　でんぷん　こむぎ
こ　あぶら　しらたま

なめしの素　酒　カレーこ
しょうゆ　みりん　塩　かつお
ぶし

大豆入りかやくごはん　おでん　ココアアー
モンド　ぎゅうにゅう

だいず　あぶらあげ　うずらた
まご　さつまあげ　ちくわ　つみ
れ　がんもどき　こんぶ　きな
こ　ぎゅうにゅう

にんじん　だいこん　こんにゃく こめ　さとう　じゃがいも　アー
モンド

酒　しょうゆ　みりん　塩　か
つおぶし　ココア

わかめごはん　さけのコーンマヨやき
ジャーマンポテト　豆っこ汁　ぎゅうにゅう

わかめ　ぎんざけ　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

クリームコーン　マッシュルーム　ほうれ
んそう　ばんのうねぎ

こめ　ごま　マヨネーズ　じゃが
いも　バター　サラダあぶら

酒　塩　こしょう　かつおぶし

中華丼　フォーのスープ　りんご　ぎゅう
にゅう

ぶたにく　いか　えび　うずらた
まご　かまぼこ　ぎゅうにゅう

にんじん　たけのこ　きくらげ　ほししいた
け　はくさい　さやいんげん　ながねぎ
あじつけメンマ　こまつな　りんご

こめ　サラダあぶら　でんぷん
ごまあぶら　ビーフン

酒　オイスターソース　しょう
ゆ　塩　こしょう　豚鶏スープ
かつおぶし

プルコギ丼　ごま酢きゅうり　かんこくふう
スープ　ぎゅうにゅう

ぶたにく　こうなご　たまご　の
り　ぎゅうにゅう

ながねぎ　にんにく　たまねぎ　にんじん
はくさい　ぶなしめじ　にら　きゅうり　もや
し

こめ　さとう　ごまあぶら　ごま
さんおんとう　トック

しょうゆ　酒　みりん　こしょう
酢　塩　かつおぶし

ハムチーズロールパン　ポークビーンズ
アーモンドカル　ぎゅうにゅう

ハム　チーズ　きなこ　だいず
ぶたにく　ベーコン　ぎゅうにゅ
う

にんじん　たまねぎ　マッシュルーム　トマ
ト　おろしにんにく　グリンピース

しょくパン　あぶら　さとう　じゃ
がいも　サラダあぶら　アーモ
ンドフィッシュ

塩　こしょう　しょうゆ　中濃
ソース　コンソメ　かつおぶし

胚芽パン　なすと豆のラザニア　こまつなと
ベーコンのスープ　ひとくちリンゴゼリー
ぎゅうにゅう

ぶたにく　だいず　チーズ
ベーコン　ぎゅうにゅう

おろししょうが　おろしにんにく　たまねぎ
にんじん　セロリー　なす　マッシュルー
ム　コーン　こまつな

はいがパン　サラダあぶら　マ
カロニ　ひとくちゼリー

赤ワイン　ケチャップ　しょう
ゆ　チリパウダー　ハヤシル
ウ　かつおぶし　塩　こしょう

キムチラーメン　スイートポテトはるまき　だ
いこんときゅうりのナムル　はちみつレモン
ゼリー　ぎゅうにゅう

ぶたにく　うずらたまご　あさり
なまクリーム　チーズ　ぎゅう
にゅう

にんじん　もやし　はくさい　あじつけメン
マ　チンゲンサイ　にら　キムチ　きゅうり
だいこん

ちゅうかめん　サラダあぶら
はるまきのかわ　さつまいも
さとう　バター　あぶら　ごまあ
ぶら　ごま　レモンゼリー

しょうゆ　塩　こしょう　豆板
醤　豚鶏スープ　バニラエッ
センス　薄口しょうゆ　酢

ごはん　すき焼き煮　こぎつねビーンズサ
ラダ　きなこアーモンド　ぎゅうにゅう

ぶたにく　やきとうふ　あぶらあ
げ　いんげんまめ　きなこ
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　キャベツ　きゅうり　えだまめ

こめ　ふ　さんおんとう　ごまあ
ぶら　さとう　アーモンド

酒　みりん　しょうゆ　酢　塩

秋のかおりごはん　丸干しいわしのこうみ
揚げ　かいそうサラダ　とんじる　ぎゅうにゅ
う

あぶらあげ　まいわし　かいそ
うミックス　ぶたにく　とうふ　あ
かみそ　しろみそ　ぎゅうにゅう

ぶなしめじ　にんじん　おろししょうが　お
ろしにんにく　キャベツ　きゅうり　ブロッコ
リー　ごぼう　だいこん　ながねぎ

こめ　くり　さつまいも　さとう
ごまあぶら　こむぎこ　こめこ
こむぎはいが　あぶら　サラダ
あぶら　ごま　じゃがいも

薄口しょうゆ　酒　しょうゆ
酢　かつおぶし

さけのクリームスパゲティ　かぼちゃむしパ
ン　ポテトスープ　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　スキムミ
ルク

たまねぎ　にんじん　ぶなしめじ　ほうれ
んそう　かぼちゃ　コーン　パセリ

スパゲッティ　バター　サラダ
あぶら　こむぎこ　むしパンミッ
クス　ごま　じゃがいも

白ワイン　塩　こしょう　豚鶏
スープ　ローリエ　しょうゆ

ごはん　白身魚のピリ辛揚げ　コーンポテト
とうにゅういりやさいじる　ぎゅうにゅう

メルルーサ　ぶたにく　あぶら
あげ　しろみそ　とうにゅう
ぎゅうにゅう

しょうが　ばんのうねぎ　にんにく　コーン
ごぼう　だいこん　こんにゃく　にんじん
ながねぎ　こまつな

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

酒　豆板醤　しょうゆ　酢　塩
こしょう　かつおぶし


