
令和3年度 5月 松戸市立和名ケ谷小学校

6 木 651 22.7 20.4 1.6

7 金 609 28.2 18.9 1.8

10 月 604 24.8 17.5 2.0

11 火 601 23.4 18.0 2.6

12 水 644 26.3 21.9 1.9

13 木 662 27.1 26.9 2.0

14 金 674 24.0 20.6 2.2

17 月 641 27.0 23.1 1.9

18 火 611 25.2 24.6 2.3

19 水 654 23.8 23.5 2.2

20 木 639 26.5 23.3 2.0

21 金 641 21.8 20.1 1.9

25 火 615 26.4 20.7 2.5

26 水 644 29.7 21.4 2.2

27 木 654 24.3 23.8 1.8

28 金 605 23.1 16.4 2.1

31 月 615 24.9 18.2 1.9

633 25.2 21.1 2.1

　☆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。

ごはん　しろみざかなのねぎソースかけ
あおなのごまあえ　みそしる　かわちばん
かん　ぎゅうにゅう

メルルーサ　しろみそ　なまあ
げ　わかめ　あかみそ　ぎゅう
にゅう

しょうが　にんにく　ながねぎ　あさつき
こまつな　キャベツ　もやし　にんじん　か
わちばんかん

こめ　むぎ　でんぷん　こめこ
あぶら　さんおんとう　ごまあ
ぶら　ごま　さとう　さつまいも

酒　こしょう　しょうゆ　酢　み
りん　かつおぶし

なめしごはん　やさいのごまに　あじのか
わりあげ　りんごゼリー　ぎゅうにゅう

とりにく　なまあげ　あじ　こお
りどうふ　ぎゅうにゅう

こんにゃく　ごぼう　にんじん　だいこん
たけのこ　さやいんげん　ほししいたけ
しょうが　にんにく

こめ　ごま　じゃがいも　さんお
んとう　ごまあぶら　こむぎこ
あぶら　りんごゼリー

なめしの素　しょうゆ　みりん
酒　かつおぶし　塩

ジャージャーとうふどん　かにかまとたまご
のちゅうかコーンスープ　こくとうきなこまめ
ぎゅうにゅう

なまあげ　とりにく　まめみそ
あかみそ　かにかまぼこ　わ
かめ　たまご　いりだいず　き
なこ　ぎゅうにゅう

にんにく　しょうが　たけのこ　たまねぎ
にんじん　ほししいたけ　ピーマン　こま
つな　コーン

こめ　さんおんとう　サラダあ
ぶら　ごまあぶら　でんぷん
ごま　くろざとう

みりん　しょうゆ　酒　豆板醤
塩　こしょう　豚鶏スープ

こくとうパン　とりときのこのクリームシ
チュー　こぎつねビーンズサラダ　あまなつ
ぎゅうにゅう

とりにく　はなまめ　あさり
ぎゅうにゅう　とうにゅう　チー
ズ　なまクリーム　あぶらあげ
だいず

にんじん　たまねぎ　ぶなしめじ　マッシュ
ルーム　にんにく　パセリ　キャベツ　きゅ
うり　えだまめ　なつみかん

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

白ワイン　塩　こしょう　豚鶏
スープ　しょうゆ　酢　みりん

とりにくとだいずのカレーライス　コーンとツ
ナのサラダ　オレンジ　ぎゅうにゅう

とりにく　あさり　だいず　チー
ズ　ツナフレーク　ぎゅうにゅう

マッシュルーム　たまねぎ　にんじん　に
んにく　しょうが　ブロッコリー　キャベツ
きゅうり　コーン　レモンかじゅう　オレン
ジ

こめ　じゃがいも　サラダあぶ
ら　さとう　ごま

赤ワイン　塩　こしょう　豚鶏
スープ　カレーこ　ガラムマ
サラ　ウスターソース　カレー
ルウ　デミグラスソース　チャ
ツネ　しょうゆ　酢

ガーリックトースト　スパゲティミートソース
かいそうとじゃこのサラダ　オレンジ　ぎゅう
にゅう

ぶたにく　こおりどうふ　あさり
チーズ　かいそうミックス　わ
かめ　ちりめんじゃこ　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　しょうが　トマトピューレー　トマト
パセリ　キャベツ　きゅうり　ブロッコリー
えだまめ　オレンジ

しょくパン　マーガリン　スパ
ゲッティ　オリーブゆ　サラダあ
ぶら　さとう　ごまあぶら　ごま

パセリ　にんにく粉　塩　こ
しょう　赤ワイン　ケチャップ
中濃ソース　ハヤシルウ　パ
プリカ　セージ　オレガノ　豚
鶏スープ　酢　しょうゆ

えだまめごはん　さばのソースやき　やさい
ののりあえ　みそしる　アップルシャーベッ
ト　ぎゅうにゅう

さば　のり　わかめ　あぶらあ
げ　あかみそ　しろみそ　ぎゅ
うにゅう

えだまめ　しょうが　もやし　キャベツ　こ
まつな　にんじん　たまねぎ　りんご

こめ　むぎ　ごま　さんおんとう
じゃがいも

酒　薄口しょうゆ　塩　こんぶ
しょうゆ　ウスターソース　み
りん　かつおぶし

チキンかつのごまソースバーガー　ヌード
ルスープ　かわちばんかん　ぎゅうにゅう

とりにく　ぶたにく　あさり　ぎゅ
うにゅう

キャベツ　にんにく　にんじん　たまねぎ
マッシュルーム　パセリ　かわちばんかん

まるパン　こむぎこ　パンこ　ご
ま　あぶら　サラダあぶら　ス
パゲッティ

塩　こしょう　中濃ソース　赤
ワイン　しょうゆ　豚鶏スープ

ホイコーローどん　たまごとコーンのちゅう
かスープ　ポップビーンズ　ぎゅうにゅう

ぶたにく　なまあげ　なると　わ
かめ　たまご　だいず　あおの
り　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　たけのこ　たまねぎ　こまつな
コーン

こめ　さとう　でんぷん　ごまあ
ぶら　あぶら

しょうゆ　酒　豆板醤　甜麺
醤　塩　こしょう　豚鶏スープ

タンタンめん　わかさぎのフリッター　ハリ
ハリづけ　まっちゃケーキ　ぎゅうにゅう

ぶたにく　こおりどうふ　あか
みそ　かまぼこ　わかさぎフ
リッター　かつおぶし　たまご
ぎゅうにゅう　なまクリーム

しょうが　にんにく　ながねぎ　にんじん
もやし　きくらげ　たけのこ　チンゲンサイ
きりぼしだいこん　きゅうり

ちゅうかめん　サラダあぶら
ごま　あぶら　さとう　むしパン
ミックス　あまなっとう

こしょう　酒　塩　豆板醤　豚
鶏スープ　酢　しょうゆ　抹茶
ラム酒

アーモンドトースト　やさいのカレースープ
に　ひたしあおまめ　あまなつ　ぎゅうにゅ
う

ぶたにく　うずらたまご　あおだ
いず　ひじき　ぎゅうにゅう

にんにく　にんじん　だいこん　キャベツ
たまねぎ　さやいんげん　なつみかん

しょくパン　アーモンド　マーガ
リン　グラニューとう　サラダあ
ぶら　じゃがいも　バター　さと
う

塩　こしょう　カレーこ　白ワ
イン　しょうゆ　豚鶏スープ
酢

いわしのかばやきどん　アーモンドあえ　さ
つまじる　かわちばんかん　ぎゅうにゅう

まいわし　しろみそ　あぶらあ
げ　あかみそ　ぎゅうにゅう

しょうが　こまつな　キャベツ　もやし　に
んじん　だいこん　ながねぎ　ぶなしめじ
かわちばんかん

こめ　でんぷん　こめこ　あぶ
ら　さんおんとう　ごま　さとう
アーモンド　さつまいも

酒　しょうゆ　みりん　かつお
ぶし

とりにく　あぶらあげ　なると
たまご　しろみそ　あじ　ぎゅう
にゅう

にんじん　こまつな　ながねぎ　ほししい
たけ　しょうが　にんにく　キャベツ　もや
し　パイン

うどん　さんおんとう　でんぷ
ん　こめ　ごま　こめこ　あぶら

しょうゆ　みりん　酒　かつお
ぶし　塩　昆布茶

ごはん　とりにくのピリカラやき　かんぴょう
のごますあえ　まめまめじる　ぶどうゼリー
ぎゅうにゅう

とりにく　とうふ　あぶらあげ
だいず　とうにゅう　わかめ　あ
かみそ　しろみそ　ぎゅうにゅう

にんにく　かんぴょう　こまつな　キャベツ
もやし　にんじん　ながねぎ　ぶなしめじ

こめ　むぎ　ごま　ごまあぶら
きびざとう　じゃがいも　ぶどう
ゼリー

とうがらし　しょうゆ　酒　みり
ん　酢　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％

ごはん　さけのフリッター　ごまじたてとんじ
る　からしあえ　かわちばんかん　ぎゅう
にゅう

さけ　チーズ　ぎゅうにゅう　ぶ
たにく　とうふ　あぶらあげ　あ
かみそ　しろみそ

ごぼう　だいこん　にんじん　ながねぎ　こ
まつな　キャベツ　かわちばんかん

こめ　むぎ　こむぎこ　でんぷ
ん　あぶら　サラダあぶら　じゃ
がいも　ごま　さとう

塩　こしょう　ベーキングパウ
ダー　パセリ　かつおぶし
しょうゆ　からし

ごはん　ししゃものいそべあげ　じゃがいも
のそぼろに　みそしる　オレンジ　ぎゅう
にゅう

ししゃも　たまご　あおのり　ぶ
たにく　さつまあげ　あぶらあ
げ　とうふ　わかめ　あかみそ
しろみそ　ぎゅうにゅう

たまねぎ　にんじん　こんにゃく　ほししい
たけ　さやいんげん　こまつな　オレンジ

こめ　むぎ　こむぎこ　ごま　あ
ぶら　じゃがいも　さんおんとう
でんぷん

ハヤシライス　ひじきサラダ　うぐいすきな
こまめ　オレンジ　ぎゅうにゅう

ぶたにく　あさり　なまクリーム
ツナフレーク　ひじき　いりだい
ず　きなこ　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　しょうが　トマト　トマトピューレー
コーン　キャベツ　きゅうり　ブロッコリー
オレンジ

こめ　じゃがいも　サラダあぶ
ら　さとう　ごま

赤ワイン　塩　こしょう　豚鶏
スープ　デミグラスソース　ケ
チャップ　ハヤシルウ　しょう
ゆ　酢

今月の目標 じゅんびとあとかたづけをきれいにしよう。 中学年平均

しょうゆ　酒　みりん　塩　か
つおぶし

かきたまうどん　ごまみそやきおにぎり　あ
じのからあげ　やさいのこぶちゃあえ　パイ
ンアップル　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

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

箸・スプーン等は、各家庭からの持参をお願いいたします。感染予防のため、学校で貸し出すことはでき
ません。(ランチクロス等は持参していただいてもかまいません)

＊新型コロナウイルス感染の影響により学年閉鎖・休校が生じた場合は、給食を停止いたします。出来る限り対応可能な食材を使用するようにしておりますがインフ
ルエンザの対応と同様に食材の停止可能な日よりの返金となります。ご了承のほどお願いいたします。

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


