
令和2年度 12月 松戸市立寒風台小学校

1 火 626 21.9 20.9 2.1

2 水 614 22.9 20.2 1.7

3 木 616 22.8 23.6 2.9

4 金 624 26.1 21.3 1.7

7 月 623 19.9 16.5 2.0

8 火 602 28.2 19.7 2.8

9 水 602 27.5 17.1 3.7

10 木 634 20.5 23.5 3.1

11 金 627 27.2 18.1 1.8

14 月 640 23.9 23.2 2.3

15 火 646 27.8 21.6 2.3

16 水 622 26.0 13.7 3.1

17 木 601 24.3 19.1 2.7

18 金 625 25.6 20.1 2.4

21 月 581 25.3 20.9 2.5

22 火 651 24.1 26.9 2.7

23 水 681 25.3 22.3 2.1

24 木 635 24.6 23.5 1.8

625 24.7 20.7 2.4

　☆食材料の都合により、内容が異なることがあります。

クリスマスピラフ　クリスピーチキン　コール
スローサラダ　チョコクレープ　ぎゅうにゅう

ベーコン　とりにく　ぎゅうにゅ
う

にんじん　たまねぎ　コーン　あかピーマ
ン　グリンピース　キャベツ　ブロッコリー

こめ　バター　こむぎこ　コーン
フレーク　あぶら　さんおんとう
サラダあぶら　クレープ

しょうゆ　コンソメ　塩　酒　こ
しょう　カレーこ　酢　マス
タード

セサミトースト　洋風おでん　ひじきと春雨
のサラダ　オレンジ　ぎゅうにゅう

とりにく　ウインナー　うずらた
まご　ちくわ　あげボール　ひ
じき　ぎゅうにゅう

にんじん　こんにゃく　キャベツ　だいこん
コーン　もやし　オレンジ

しょくパン　ごま　マーガリン
グラニューとう　じゃがいも　は
るさめ　サラダあぶら　ごまあ
ぶら　さとう

かつおぶし　塩　こしょう　薄
口しょうゆ　白ワイン　酢
しょうゆ

ふゆやさいのカレーライス　あぶらあげの
カリカリサラダ　りんご　ぎゅうにゅう

ぶたにく　ヨーグルト　スキムミ
ルク　チーズ　あぶらあげ　ち
りめんじゃこ　ぎゅうにゅう

たまねぎ　にんじん　ブロッコリー　カリフ
ラワー　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　きゅうり
キャベツ

じゃがいも　サラダあぶら　バ
ター　こむぎこ　こめ　むぎ　さ
とう　ごまあぶら　ごま

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　かつおぶし
しょうゆ　酢

ごはん　いかのかりんとうがらめ　かむか
むサラダ　味噌汁　ぎゅうにゅう

いか　かいそうミックス　ツナフ
レーク　ちりめんじゃこ　なまあ
げ　わかめ　あかみそ　しろみ
そ　ぎゅうにゅう

キャベツ　きゅうり　えだまめ　にんじん
きりぼしだいこん　こまつな

こめ　でんぷん　こめこ　あぶ
ら　さとう　アーモンド　サラダ
あぶら　ごまあぶら　さんおん
とう

みりん　薄口しょうゆ　酢
しょうゆ　塩　かつおぶし

わかめじゃこごはん　さけのもみじやき　ま
めまめみそしる　きくかみかん　ぎゅうにゅ
う

わかめ　ちりめんじゃこ　さけ
とうふ　あぶらあげ　とうにゅう
しろみそ　ぎゅうにゅう

にんじん　ながねぎ　こまつな　みかん こめ　ごま　マヨネーズ 酒　こしょう　かつおぶし

ゆかりじゃこごはん　肉じゃが　豆っこ汁
オレンジ　ぎゅうにゅう

ちりめんじゃこ　ぶたにく　とう
ふ　だいず　わかめ　しろみそ
ぎゅうにゅう

にんじん　たまねぎ　こんにゃく　さやいん
げん　ながねぎ　オレンジ

こめ　ごま　じゃがいも　さとう ゆかり　しょうゆ　みりん　塩
酒　かつおぶし

カレーうどん　チーズ焼きおにぎり　ビーン
ズサラダ　きくかみかん　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　いんげ
んまめ　あかみそ　ぎゅうにゅ
う

たまねぎ　ながねぎ　こまつな　きゅうり
にんじん　キャベツ　えだまめ　みかん

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　酢　塩

こぎつねごはん　ししゃものごまあげ　切り
干し大根のみそアーモンド　とうにゅういり
やさいじる　ぎゅうにゅう

とりにく　あぶらあげ　ししゃも
しろみそ　ぶたにく　とうにゅう
ぎゅうにゅう

ほししいたけ　にんじん　さやいんげん
きりぼしだいこん　こまつな　ごぼう　だい
こん　こんにゃく　ながねぎ

こめ　さとう　こむぎこ　ごま
あぶら　さんおんとう　アーモ
ンド　さつまいも

しょうゆ　酒　塩　みりん　か
つおぶし

ココアあげパン　三色豆の洋風煮込み　ツ
ナサラダ　バナナ　ぎゅうにゅう

だいず　ひよこまめ　いんげん
まめ　ぶたにく　ベーコン　あさ
り　まぐろフレーク　ぎゅうにゅ
う

にんじん　たまねぎ　マッシュルーム　お
ろしにんにく　トマト　パセリ　えだまめ　ブ
ロッコリー　キャベツ　きゅうり　レモンか
じゅう　バナナ

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　豚鶏スープ　ケチャッ
プ　中濃ソース　赤ワイン
しょうゆ　塩　こしょう　チリパ
ウダー　コンソメ　ローリエ
酢

スパゲティナポリタン　チョコスコーン　ポテ
トスープ　ぎゅうにゅう

ウインナー　チーズ　あさり
ぎゅうにゅう　ベーコン

たまねぎ　ピーマン　マッシュルーム　トマ
トピューレー　おろしにんにく　にんじん
コーン　パセリ

スパゲッティ　サラダあぶら　こ
むぎこ　さとう　バター　チョコ
レート　じゃがいも

ケチャップ　赤ワイン　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　しょう
ゆ　豚鶏スープ

ごはん　じゃこアーモンドふりかけ　豆腐の
中華煮　パインアップル缶　ぎゅうにゅう

ちりめんじゃこ　しおこんぶ　と
うふ　ぶたにく　えび　うずらた
まご　ぎゅうにゅう

にんじん　たまねぎ　チンゲンサイ　たけ
のこ　にんにく　しょうが　パインかん

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　豚鶏スープ

コッペパン　タンドリーサーモン　コーンポ
テト　かぼちゃポタージュ　ぎゅうにゅう

さけ　ヨーグルト　ぎゅうにゅう
とうにゅう　なまクリーム

にんにく　しょうが　コーン　かぼちゃ　た
まねぎ

コッペパン　じゃがいも　バター
サラダあぶら　こむぎこ

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　白ワイ
ン　ローリエ　コンソメ

こめ　さとう　サラダあぶら　こ
むぎこ　パンこ　あぶら　ごま
ごまあぶら

酒　しょうゆ　みりん　中濃
ソース　塩　かつおぶし

まいわし　とりにく　なまあげ
あかみそ　しろみそ　ぎゅう
にゅう

おろししょうが　ごぼう　だいこん　にんじ
ん　ぶなしめじ　こんにゃく　ながねぎ　こ
まつな

こめ　でんぷん　あぶら　さとう
ごま　サラダあぶら　じゃがい
も　アーモンドフィッシュ

しょうゆ　みりん　かつおぶし

しょうゆ　みりん　酒　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％

ごはん　かりかりがんも　野菜のごま和え
豚汁　ぎゅうにゅう

とうふ　ひじき　ツナフレーク
たまご　ぶたにく　あかみそ　し
ろみそ　ぎゅうにゅう

えだまめ　しょうが　こまつな　にんじん
もやし　キャベツ　ごぼう　だいこん　こん
にゃく　ながねぎ

こめ　でんぷん　コーンフレー
ク　あぶら　さとう　ごま　ごま
あぶら　じゃがいも

しょうゆ　塩　みりん　かつお
ぶし

こんぶの混ぜごはん　白身魚フライ　ザー
サイ和え　すましじる　ぎゅうにゅう

こんぶ　ぶたにく　メルルーサ
たまご　とうふ　わかめ　ぎゅう
にゅう

にんじん　おろししょうが　キャベツ　きゅ
うり　こまつな　もやし　ザーサイ　ながね
ぎ

こくとうパン　クリームシチュー　じゃこのカ
リカリサラダ　オレンジ　ぎゅうにゅう

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

たまねぎ　にんじん　ぶなしめじ　マッシュ
ルーム　グリンピース　きゅうり　キャベツ
コーン　オレンジ

こくとうパン　サラダあぶら
じゃがいも　こむぎこ　バター
さとう　ごまあぶら

とりにく　こおりどうふ　たまご
ぎゅうにゅう

にんじん　たまねぎ　ピーマン　こまつな
ほししいたけ　バナナ

こめ　じゃがいも　でんぷん
あぶら　さんおんとう　しらたま

ごはん　こうやどうふのあげに　かきたま汁
バナナ　ぎゅうにゅう

塩　こしょう　豚鶏スープ　白
ワイン　しょうゆ　酢

今月の目標 かぜの予防をしよう 中学年平均

酒　しょうゆ　塩　こしょう　豚
鶏スープ　かつおぶし　こん
ぶ　ベーキングパウダー　重
曹　酢

いわしのかば焼丼　具だくさん汁　アーモ
ンドカル　ぎゅうにゅう

北海ラーメン　こくとうあましょく　きりぼしだ
いこんサラダ　きくかみかん　ぎゅうにゅう

ぶたにく　わかめ　かにかまぼ
こ　うずらたまご　しろみそ　た
まご　ぎゅうにゅう　エバミルク
ちりめんじゃこ

にんにく　しょうが　にんじん　もやし　はく
さい　ながねぎ　コーン　きりぼしだいこん
きゅうり　みかん

ちゅうかめん　ごまあぶら　バ
ター　こむぎこ　さとう　くろざと
う　マーガリン　アーモンド　サ
ラダあぶら　ごま

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

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


