
令和2年度 11月 松戸市立寒風台小学校

2 月 622 18.7 16.3 1.3

4 水 668 29.0 20.8 2.2

5 木 619 23.2 23.9 2.6

6 金 600 25.8 15.5 1.7

9 月 600 22.8 18.0 2.8

10 火 632 23.0 22.8 2.3

11 水 619 24.2 23.2 2.8

12 木 604 28.0 29.3 4.8

13 金 611 26.2 16.1 2.4

16 月 616 27.9 21.4 1.8

17 火 639 25.2 26.3 2.3

18 水 676 27.7 21.4 1.9

19 木 600 30.2 24.1 3.3

20 金 647 22.9 19.3 3.1

24 火 622 29.9 18.9 2.8

25 水 647 23.0 26.0 2.0

26 木 661 26.8 25.6 2.8

27 金 618 26.1 19.9 2.1

30 月 609 22.9 19.4 2.7

627 25.4 21.5 2.5

　☆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。

とりごぼうめし　いわしの唐揚げ　野菜のカ
レー和え　まめまめ味噌汁　ぎゅうにゅう

とりにく　あぶらあげ　まいわし
とうふ　わかめ　とうにゅう　し
ろみそ　ぎゅうにゅう

にんじん　ごぼう　おろししょうが　キャベ
ツ　こまつな　もやし　ながねぎ

こめ　さとう　でんぷん　こめこ
あぶら　さんおんとう　ごま
じゃがいも

みりん　酒　しょうゆ　カレー
こ　かつおぶし

わかめじゃこごはん　揚げだし豆腐　つぼ
漬け炒め　具だくさん汁　ぎゅうにゅう

わかめ　ちりめんじゃこ　プレ
あげだしとうふ　ぶたにく　とり
にく　なまあげ　あかみそ　しろ
みそ　ぎゅうにゅう

にんじん　たまねぎ　はくさい　たけのこ
ほししいたけ　しょうが　たくあん　キャベ
ツ　ごぼう　だいこん　こんにゃく　ながね
ぎ　こまつな

こめ　ごま　あぶら　さんおんと
う　サラダあぶら　でんぷん
じゃがいも

酒　みりん　しょうゆ　かつお
ぶし

じゃこなめし　鯖のカレーソースがけ　のり
和え　八宝汁　ぎゅうにゅう

ちりめんじゃこ　さば　のり　と
うふ　あぶらあげ　あかみそ
しろみそ　ぎゅうにゅう

しょうが　もやし　こまつな　キャベツ　に
んじん　だいこん

こめ　ごま　でんぷん　こめこ
あぶら　さんおんとう　じゃがい
も

なめしの素　酒　カレーこ
しょうゆ　みりん　かつおぶし

スパゲティボロネーゼ　クロワッサン　米粉
のコーンスープ　ぎゅうにゅう

ぶたにく　だいず　あさり　チー
ズ　ベーコン　はなまめ　ぎゅう
にゅう　とうにゅう

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
クリームコーン　コーン

スパゲッティ　サラダあぶら
バター　パイシート　じゃがいも
こめこ

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

手巻きごはん　いわしのうめに　小松菜の
ごま和え　スイートポテト　ぎゅうにゅう

のり　まいわし　なまクリーム
ぎゅうにゅう

うめぼし　オレンジピューレ　こまつな　に
んじん　もやし　キャベツ

こめ　ごま　くろざとう　さとう
さつまいも　さんおんとう　バ
ター

ゆかり　しょうゆ　みりん　酒

チーズトースト　チリコンカン　グリーンサラ
ダ　ぎゅうにゅう

チーズ　ぶたにく　いんげんま
め　きんときまめ　ぎゅうにゅう

おろしにんにく　たまねぎ　にんじん　パ
セリ　トマト　ブロッコリー　キャベツ　コー
ン　レモンかじゅう

しょくパン　サラダあぶら　じゃ
がいも　さとう

赤ワイン　豚鶏スープ　チリ
パウダー　コンソメ　塩　ケ
チャップ　中濃ソース　こしょ
う　酢　しょうゆ

チンジャオロースーどん　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　とうふ　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　えのきたけ　ながねぎ

こめ　でんぷん　さとう　サラダ
あぶら　ごま　チーズドック

しょうゆ　酒　オイスターソー
ス　豆板醤　塩　こしょう　豚
鶏スープ

かきたまうどん　いなりずし　ししゃもの照り
焼き　ごぼうのきんぴら　ぎゅうにゅう

とりにく　あぶらあげ　たまご
いなりあげ　ししゃも　ぶたにく
さつまあげ　だいず　ぎゅう
にゅう

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

うどん　こめ　さとう　ごま　サ
ラダあぶら　さんおんとう

こんぶ　かつおぶし　みりん
酒　しょうゆ　塩　酢

ごはん　生揚げの中華煮　にら玉スープ
かき　ぎゅうにゅう

なまあげ　ぶたにく　さくらえび
うずらたまご　たまご　とうふ
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　にんにく　しょうが　にら
ながねぎ　かき

こめ　ごまあぶら　でんぷん しょうゆ　酒　オイスターソー
ス　塩　豚鶏スープ

きな粉揚げパン　ワンタンスープ　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　ぶたにく　とりにく　ぎゅ
うにゅう

ながねぎ　おろししょうが　はくさい　にん
じん　こまつな　ほししいたけ　キャベツ
きゅうり　コーン　たまねぎ

コッペパン　あぶら　さとう　ワ
ンタンのかわ　ごまあぶら　で
んぷん　さんおんとう　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　かつ
おぶし　酒　酢　マスタード

揚げ焼きそばの五目あんかけ　アルファ
ベットスープ　きなこアーモンド　ぎゅうにゅ
う

ぶたにく　いか　えび　うずらた
まご　なると　ベーコン　きなこ
ぎゅうにゅう

にんにく　しょうが　たまねぎ　にんじん
たけのこ　はくさい　もやし　ほししいたけ
キャベツ　パセリ

ちゃーめん　サラダあぶら　で
んぷん　ごまあぶら　マカロニ
バター　アーモンド　さとう

塩　豚鶏スープ　しょうゆ　こ
しょう　オイスターソース　白
ワイン

焼肉丼　ひたしあおまめ　とうにゅういりや
さいスープ　ぎゅうにゅう

ぶたにく　あおだいず　ひじき
あぶらあげ　しろみそ　とうにゅ
う　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　ごぼう
だいこん　こんにゃく　ながねぎ　こまつな

こめ　サラダあぶら　ごま　ご
まあぶら　さんおんとう　さとう
さつまいも

しょうゆ　酒　コチュジャン
みりん　オイスターソース
酢　かつおぶし

しょくぱん　いちごジャムアンドマーガリン
さつまいもとしめじのシチュー　ごぼうとじゃ
このサラダ　ぎゅうにゅう

とりにく　あさり　ぎゅうにゅう
とうにゅう　はなまめ　チーズ
なまクリーム　ちりめんじゃこ

にんじん　たまねぎ　ぶなしめじ　パセリ
ごぼう　きゅうり　もやし　きくらげ

しょくパン　いちごジャム＆
マーガリン　サラダあぶら　さ
つまいも　バター　こむぎこ　ご
まあぶら　さとう　ごま

塩　こしょう　豚鶏スープ　酢
しょうゆ

ごはん　さんまのピリ辛煮　縄文和え　味
噌汁　ぎゅうにゅう

さんま　あかみそ　ひじき　か
つおぶし　なまあげ　わかめ
しろみそ　ぎゅうにゅう

にんにく　キャベツ　にんじん　れんこん
こまつな　ながねぎ

こめ　さんおんとう　アーモンド
ごま

しょうゆ　みりん　酒　豆板醤
薄口しょうゆ　かつおぶし

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　にんにく　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

酒　豆板醤　しょうゆ　豚鶏
スープ　塩　こしょう　みりん
薄口しょうゆ

コーン茶めし　おでん　ポップビーンズ（あ
おのり）　ぎゅうにゅう

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　だいず　あおのり　ぎゅう
にゅう

コーン　にんじん　だいこん　こんにゃく こめ　じゃがいも　でんぷん
あぶら

薄口しょうゆ　酒　塩　こんぶ
しょうゆ　みりん　かつおぶし

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％

五色じゃこごはん　鮭の南部焼き　切り干
し大根のみそアーモンド　豚汁　ぎゅうにゅ
う

ちりめんじゃこ　ぎんざけ　しろ
みそ　ぶたにく　とうふ　あかみ
そ　ぎゅうにゅう

きりぼしだいこん　こまつな　にんじん　ご
ぼう　だいこん　こんにゃく　ながねぎ

こめ　ごしきはなむすび　ごま
さんおんとう　アーモンド　ごま
あぶら　じゃがいも

みりん　しょうゆ　酒　かつお
ぶし

スパゲッティペスカトーレ　チーズスコーン
ポテトスープ　ぎゅうにゅう

ベーコン　シーフードミックス
あさり　ぎゅうにゅう　チーズ

たまねぎ　きピーマン　トマト　ぶなしめじ
トマトジュース　パセリ　おろしにんにく
にんじん　コーン

スパゲッティ　オリーブゆ　こむ
ぎこ　さとう　バター　じゃがい
も

ひき肉と豆のカレーライス　ゼリー入りフ
ルーツポンチ　ぎゅうにゅう

レンズまめ　ぶたにく　チーズ
ぎゅうにゅう

ごぼう　たまねぎ　にんじん　マッシュ
ルーム　おろししょうが　おろしにんにく
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　こむぎこ
バター　カクテルゼリー　さとう

赤ワイン　ケチャップ　しょう
ゆ　塩　こしょう　カレーこ　ガ
ラムマサラ　マサラマイルド
豚鶏スープ　白ワイン

今月の目標 感謝して食べよう 中学年平均

ケチャップ　パプリカ　赤ワイ
ン　塩　こしょう　コンソメ
ベーキングパウダー　白ワイ
ン　バニラエッセンス　しょう
ゆ　豚鶏スープ

マーボー丼　とりとレタスのスープ　りんご
ぎゅうにゅう

その他 ｴﾈﾙｷﾞｰ
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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

給食予定献立表
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あかの食品 みどりの食品 きいろの食品


