
令和3年度 10月 松戸市立和名ケ谷小学校

1 金 604 22.0 21.3 1.9

4 月 609 26.8 18.5 2.1

5 火 630 25.8 24.0 1.6

6 水 600 22.8 19.9 1.9

7 木 648 23.5 20.8 2.0

8 金 616 25.7 18.1 2.1

11 月 639 22.1 19.4 2.0

12 火 600 24.6 18.6 2.2

13 水 602 23.2 17.9 1.4

14 木 603 27.0 17.7 2.1

15 金 633 22.6 19.5 1.1

18 月 639 26.2 20.5 1.2

19 火 616 21.6 27.1 2.1

20 水 632 26.9 21.1 1.9

21 木 669 25.0 26.3 2.1

22 金 621 27.6 16.9 1.9

23 土 632 21.5 19.6 1.6

26 火 604 22.8 19.2 1.4

27 水 642 22.0 23.2 2.2

28 木 642 24.8 21.2 1.8

29 金 645 25.8 20.4 2.0

625 24.3 20.5 1.8

　☆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。

ぶどうパン　やさいのカレースープに　こぎ
つねビーンズサラダ　パインアップル　ぎゅ
うにゅう

ぶたにく　うずらたまご　あぶら
あげ　だいず　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　きゅうり　えだま
め　パイン

ぶどうパン　サラダあぶら　じゃ
がいも　バター　ごまあぶら　さ
とう　ごま

塩　こしょう　カレーこ　白ワ
イン　しょうゆ　豚鶏スープ
酢　みりん

ごはん　じゃことアーモンドのふりかけ　や
さいのふくめに　ちくわのいそべあげ　きく
かみかん　ぎゅうにゅう

しおこんぶ　にぼし　とりにく
なまあげ　ちくわ　たまご　あお
のり　ぎゅうにゅう

こんにゃく　にんじん　だいこん　たけのこ
さやいんげん　ほししいたけ　みかん

こめ　むぎ　アーモンド　ごま
さとう　じゃがいも　さんおんと
う　サラダあぶら　こむぎこ　あ
ぶら

しょうゆ　みりん　酒　かつお
ぶし　塩

ごはん　じゃがいものそぼろに　ししゃもの
ごまあげ　なめたけあえ　ぎゅうにゅう

ぶたにく　さつまあげ　ししゃも
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　もやし　え
のきたけ

こめ　むぎ　じゃがいも　さんお
んとう　でんぷん　こむぎこ　ご
ま　あぶら

しょうゆ　酒　みりん　塩

なめしごはん　さばのソースやき　アーモン
ドあえ　みそしる　りんご　ぎゅうにゅう

さば　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　りんご

こめ　むぎ　ごま　さんおんとう
さとう　アーモンド　さつまいも

なめしの素　しょうゆ　ウス
ターソース　酒　みりん　かつ
おぶし

きのこごはん　さけのさいきょうやき　まめ
まめじる　はちみつレモンゼリー　ぎゅう
にゅう

あぶらあげ　とりにく　さけ　さ
いきょうみそ　とうふ　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

ぶなしめじ　にんじん　ほししいたけ　えだ
まめ　ながねぎ　こまつな

こめ　サラダあぶら　さとう　ご
ま　じゃがいも　レモンゼリー

酒　しょうゆ　みりん　かつお
ぶし

ハヤシライス　ひじきサラダ　きなこまめ
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

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

ごはん　いわしのさらさあげ　きりぼしだい
こんのにもの　ごまじたてとんじる　ぎゅう
にゅう

まいわし　あぶらあげ　ぶたに
く　とうふ　あかみそ　しろみそ
ぎゅうにゅう

しょうが　きりぼしだいこん　にんじん　ほ
ししいたけ　えだまめ　ごぼう　だいこん
ながねぎ

こめ　むぎ　でんぷん　こめこ
あぶら　さんおんとう　サラダあ
ぶら　じゃがいも　ごま

しょうゆ　酒　カレーこ　塩
かつおぶし

アーモンドトースト　ぶたにくとだいずのトマ
トに　カリポリサラダ　オレンジ　ぎゅうにゅ
う

だいず　ぶたにく　あさり　なま
クリーム　チーズ　ぎゅうにゅう

にんにく　たまねぎ　にんじん　マッシュ
ルーム　トマト　トマトピューレー　さやい
んげん　ブロッコリー　キャベツ　きゅうり
オレンジ

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　さとう　コー
ンフレーク　ごまあぶら

塩　こしょう　赤ワイン　ケ
チャップ　しょうゆ　中濃ソー
ス　パプリカ　オールスパイ
ス　豚鶏スープ　酢

ちゅうかどん　まめかりんとう　きくかみか
ん　ぎゅうにゅう

ぶたにく　いか　えび　なると
うずらたまご　あさり　にぼし
だいず　ぎゅうにゅう

ほししいたけ　たけのこ　にんじん　キャベ
ツ　ながねぎ　しょうが　さやいんげん　み
かん

こめ　サラダあぶら　でんぷん
ごまあぶら　だいずあぶら　さ
つまいも　さとう　みずあめ　ご
ま　アーモンド

オイスターソース　しょうゆ
塩　こしょう　豚鶏スープ

かきたまうどん　わかさぎのフリッター　や
さいのこぶちゃあえ　こくとうあましょく
ぎゅうにゅう

とりにく　あぶらあげ　なると
たまご　わかさぎフリッター
ぎゅうにゅう　エバミルク

にんじん　こまつな　ながねぎ　ほししいた
け　キャベツ　もやし

うどん　さんおんとう　でんぷん
あぶら　こむぎこ　さとう　くろざ
とう　マーガリン　アーモンド

しょうゆ　みりん　酒　かつお
ぶし　塩　昆布茶　ベーキン
グパウダー　重曹

しろみざかなのごまソースバーガー　ヌード
ルスープ　パインアップル　ぎゅうにゅう

メルルーサ　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　パイン

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

ごはん　あじのフリッター　にくじゃが　りん
ご　ぎゅうにゅう

あじ　チーズ　ぎゅうにゅう　ぶ
たにく　なまあげ

たまねぎ　にんじん　しらたき　ほししいた
け　さやいんげん　りんご

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　さんおんとう

塩　こしょう　ベーキングパウ
ダー　パセリ　しょうゆ　酒
みりん

タンタンめん　おかかやきおにぎり　あげ
ぎょうざ　ハリハリづけ　オレンジ　ぎゅう
にゅう

ぶたにく　こおりどうふ　あかみ
そ　かまぼこ　かつおぶし　きょ
うざ　ぎゅうにゅう

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　オレンジ

ちゅうかめん　サラダあぶら
ごま　こめ　あぶら　さとう

こしょう　酒　塩　豆板醤　豚
鶏スープ　しょうゆ　酢

ジャージャーとうふどん　きゃべつのピリッ
とサラダ　フルーツポンチ　ぎゅうにゅう

なまあげ　とりにく　まめみそ
あかみそ　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　キャベ
ツ　きゅうり　パインかん　みかんかん　バ
ナナ

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　カクテルゼリー　かんてん
かん　さとう

みりん　しょうゆ　酒　豆板醤
酢

ごはん　さけフライごまソースかけ　やさい
のおろしあえ　きょうふうしらたまじる　ぎゅ
うにゅう

さけ　かつおぶし　とうふ　しろ
みそ　たまご　ぎゅうにゅう

こまつな　にんじん　なめこ　だいこん　な
がねぎ

こめ　むぎ　こむぎこ　パンこ
ごま　あぶら　しらたま

塩　こしょう　中濃ソース　赤
ワイン　しょうゆ　みりん　酒
かつおぶし

チキンときのこのカレーライス　かいそうサ
ラダ　こくとうきなこまめ　ぎゅうにゅう

とりにく　あさり　チーズ　かい
そうミックス　わかめ　いりだい
ず　きなこ　ぎゅうにゅう

ぶなしめじ　マッシュルーム　たまねぎ　に
んじん　にんにく　しょうが　キャベツ　きゅ
うり　ブロッコリー　コーン　えだまめ

こめ　じゃがいも　サラダあぶ
ら　ごまあぶら　さとう　ごま　く
ろざとう

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　酢　しょうゆ

とりにく　しろみそ　わかめ　あ
ぶらあげ　あかみそ　ぎゅう
にゅう

にんにく　こまつな　キャベツ　もやし　に
んじん　たまねぎ　パイン

こめ　むぎ　ごま　ごまあぶら
さとう　じゃがいも

とうがらし　しょうゆ　酒　みり
ん　かつおぶし

しょくパン　ブルーベリージャム　さつまいも
ととりにくのシチュー　ひじきとじゃこのサラ
ダ　りんご　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　ひじき　わか
め　ちりめんじゃこ

にんじん　たまねぎ　ぶなしめじ　にんにく
パセリ　キャベツ　えだまめ　ブロッコリー
レモンかじゅう　りんご

しょくパン　ブルーベリージャム
サラダあぶら　こむぎこ　バ
ター　さつまいも　ごまあぶら
さとう　ごま

白ワイン　塩　こしょう　豚鶏
スープ　酢　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％

まあぼうどん　たまごとコーンのちゅうか
スープ　ひたしあおまめ　ぎゅうにゅう

ぶたにく　あかみそ　まめみそ
こおりどうふ　とうふ　なると
わかめ　たまご　あおだいず
ひじき　ぎゅうにゅう

にんにく　しょうが　ながねぎ　たけのこ
ほししいたけ　たまねぎ　にんじん　にら
こまつな　コーン

こめ　サラダあぶら　でんぷん
ごまあぶら　さとう

酒　しょうゆ　豆板醤　オイス
ターソース　塩　こしょう　豚
鶏スープ　酢

ビーンズミートスパゲティ　コーンサラダ
アップルマフィン　オレンジ　ぎゅうにゅう

ぶたにく　あさり　だいず　チー
ズ　なまクリーム　たまご　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　トマトピューレー　トマト　パセリ
コーン　キャベツ　きゅうり　りんごかん
オレンジ

スパゲッティ　バター　サラダあ
ぶら　さとう　こむぎはいが　こ
むぎこ　こめこ　アーモンド　さ
んおんとう　みずあめ

ごはん　さばのカレーやき　やさいののりあ
え　みそしる　ぎゅうにゅう

さば　のり　なまあげ　わかめ
あかみそ　しろみそ　ぎゅう
にゅう

しょうが　もやし　キャベツ　こまつな　に
んじん　ながねぎ

こめ　むぎ　さとう　さつまいも しょうゆ　酒　みりん　カレー
こ　かつおぶし

今月の目標 マナーをまもって、たのしいきゅうしょくにしよう。 中学年平均

塩　こしょう　赤ワイン　ケ
チャップ　ハヤシルウ　豚鶏
スープ　しょうゆ　酢　ベーキ
ングパウダー　シナモン

ごはん　とりにくのピリカラやき　あおなの
ごまあえ　みそしる　パインアップル　ぎゅう
にゅう

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

学校にて箸・スプーン等は、準備いたします。(箸・スプーン・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級閉鎖・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


