
令和3年度 11月 松戸市立和名ケ谷小学校

1 月 620 27.8 18.7 1.9

2 火 634 23.3 22.5 1.8

4 木 632 25.7 23.9 2.2

5 金 623 21.1 18.8 2.2

8 月 603 18.7 18.0 1.6

9 火 603 25.6 18.4 2.3

10 水 614 25.1 18.7 1.8

11 木 650 25.2 24.8 2.1

12 金 643 24.5 24.3 2.0

15 月 602 19.9 16.0 1.2

16 火 621 24.8 25.0 2.4

17 水 601 23.5 17.5 1.8

18 木 633 21.9 22.0 1.8

19 金 618 22.8 18.7 2.2

22 月 605 24.3 18.1 2.0

24 水 653 24.8 25.0 1.8

25 木 631 26.7 23.8 1.8

26 金 644 25.7 23.0 1.9

29 月 615 21.8 21.4 1.6

30 火 622 26.6 18.4 2.3

623 24.0 20.9 1.9

　☆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。

スパゲティミートソース　かいそうとじゃこの
サラダ　キャロットケーキ　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　たまご
ぎゅうにゅう　なまクリーム

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

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　むしパンミックス　あま
なっとう

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

ごはん　とうふのちゅうかに　あげぎょうざ
ナムル　ぎゅうにゅう

とうふ　ぶたにく　えび　うずら
たまご　きょうざ　ぎゅうにゅう

しょうが　にんにく　たけのこ　たまねぎ
にんじん　ほししいたけ　チンゲンサイ
キャベツ　もやし　こまつな

こめ　むぎ　サラダあぶら　さん
おんとう　ごまあぶら　でんぷ
ん　あぶら　さとう　ごま

しょうゆ　酒　塩　こしょう　オ
イスターソース　豚鶏スープ

コーンちゃめし　ししゃものごまあげ　やさ
いのふくめに　りんご　ぎゅうにゅう

ししゃも　とりにく　なまあげ
ぎゅうにゅう

コーン　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　り
んご

こめ　こむぎこ　ごま　あぶら
じゃがいも　さんおんとう　サラ
ダあぶら

薄口しょうゆ　酒　こんぶ　塩
しょうゆ　みりん　かつおぶし

ごはん　さばのピリカラやき　かんぴょうの
ごますあえ　まめまめじる　りんご　ぎゅう
にゅう

さば　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
りんご

こめ　むぎ　ごまあぶら　ごま
きびざとう　じゃがいも

とうがらし　しょうゆ　酒　みり
ん　酢　かつおぶし

きなこあげパン　やさいのスープに　ひたし
あおまめ　オレンジ　ぎゅうにゅう

きなこ　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　オレンジ

コッペパン　だいずあぶら　き
びざとう　サラダあぶら　じゃが
いも　バター　さとう

塩　こしょう　白ワイン　しょう
ゆ　豚鶏スープ　酢

いわしのかばやきどん　やさいのおろしあ
え　みそしる　はやか　ぎゅうにゅう

まいわし　かつおぶし　あぶら
あげ　わかめ　あかみそ　しろ
みそ　ぎゅうにゅう

しょうが　こまつな　にんじん　なめこ　だ
いこん　ながねぎ　ぶなしめじ　はやか

こめ　でんぷん　こめこ　あぶら
さんおんとう　ごま　じゃがいも

酒　しょうゆ　みりん　かつお
ぶし

ジャージャーとうふどん　しめじとたまごの
スープ　ぶどうゼリー　ぎゅうにゅう

なまあげ　とりにく　まめみそ
あかみそ　わかめ　たまご
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　ぶなし
めじ　えのきたけ　ながねぎ　こまつな　ぶ
どうジュース

こめ　さんおんとう　サラダあぶ
ら　ごまあぶら　でんぷん
クールゼリー

みりん　しょうゆ　酒　豆板醤
塩　かつおぶし

ごはん　さけのてりやき　あおなのごまあえ
さつまじる　きくかみかん　ぎゅうにゅう

ぎんざけ　しろみそ　あぶらあ
げ　あかみそ　わかめ　ぎゅう
にゅう

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　みかん

こめ　むぎ　さとう　ごま　さつ
まいも

しょうゆ　みりん　酒　かつお
ぶし

こくとうパン　とりとしめじのクリームシ
チュー　ひじきサラダ　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　ツナフレーク
ひじき

にんじん　たまねぎ　ぶなしめじ　にんにく
パセリ　コーン　キャベツ　きゅうり　ブロッ
コリー　りんご

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

白ワイン　塩　こしょう　豚鶏
スープ　しょうゆ　酢

ごはん　アーモンドとじゃこのつくだに　にく
じゃが　オレンジゼリー　ぎゅうにゅう

にぼし　ぶたにく　なまあげ
ぎゅうにゅう

たまねぎ　にんじん　しらたき　ほししいた
け　さやいんげん　オレンジジュース

こめ　むぎ　アーモンド　さとう
ごま　サラダあぶら　じゃがい
も　さんおんとう　クールゼリー

しょうゆ　みりん　酒　塩

ごもくうどん　ちくわのいそべあげ　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
うずらたまご　ちくわ　たまご
あおのり　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　こむぎこ
ごま　あぶら　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

きなことごまのトースト　ぶたにくとだいず
のトマトに　かいそうサラダ　パインアップ
ル　ぎゅうにゅう

きなこ　だいず　ぶたにく　あさ
り　なまクリーム　チーズ　かい
そうミックス　わかめ　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　キャベツ　きゅうり　ブロッコリー
コーン　えだまめ　パイン

しょくパン　マーガリン　ごま　さ
んおんとう　サラダあぶら　じゃ
がいも　さとう　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

さつまいもごはん　さばのみそやき　きりぼ
しだいこんのにもの　かきたまじる　ぎゅう
にゅう

さば　あかみそ　あぶらあげ
たまご　とうふ　わかめ　ぎゅう
にゅう

にんにく　きりぼしだいこん　にんじん　ほ
ししいたけ　えだまめ　こまつな　ながねぎ

こめ　さつまいも　さとう　ごま
さんおんとう　でんぷん

薄口しょうゆ　酒　しょうゆ
みりん　塩　かつおぶし

ちゃんぽんめん　やきおにぎり　わかさぎ
のフリッター　ハリハリづけ　ぎゅうにゅう

ぶたにく　あさり　かまぼこ　う
ずらたまご　えび　いか　わか
さぎフリッター　かつおぶし
ぎゅうにゅう

にんじん　たけのこ　もやし　キャベツ　チ
ンゲンサイ　ながねぎ　ほししいたけ　きり
ぼしだいこん　きゅうり

ちゅうかめん　でんぷん　ごま
あぶら　こめ　ごま　あぶら　さ
とう

豚鶏スープ　しょうゆ　オイス
ターソース　酒　塩　こしょう
酢

こめ　むぎ　はるまきのかわ
あぶら　こむぎこ　さとう　アー
モンド　サラダあぶら　じゃがい
も　ごま

しょうゆ　酒　みりん　かつお
ぶし

ぶたにく　あさり　だいず　チー
ズ　わかめ　ちりめんじゃこ
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　キャベツ　きゅうり　みか
ん

こめ　じゃがいも　サラダあぶ
ら　ごまあぶら　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　酢　しょうゆ

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　白ワイン

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％

スパゲティーボロネーゼ　コーンサラダ　ス
イートビーンズはるまき　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　はなまめ　なまクリー
ム　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　オレンジ

スパゲッティ　サラダあぶら
バター　さとう　さつまいも　さ
んおんとう　はるまきのかわ
こむぎこ　だいずあぶら

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　しょ
うゆ　酢　バニラエッセンス

ごはん　さけとチーズのはるまき　やさいの
アーモンドあえ　ごまじたてとんじる　きくか
みかん　ぎゅうにゅう

さけ　チーズ　しろみそ　ぶた
にく　とうふ　あぶらあげ　あか
みそ　ぎゅうにゅう

しそのは　キャベツ　こまつな　もやし　に
んじん　ごぼう　だいこん　ながねぎ　みか
ん

まあぼうどん　かにかまとたまごのちゅうか
コーンスープ　うぐいすきなこまめ　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　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　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　ごま　さとう

ぶたにく　あさり　なまクリーム
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　ブロッコリー　キャベツ　きゅうり
オレンジ

こめ　じゃがいも　サラダあぶ
ら　さとう　アーモンド

ハヤシライス　アーモンドサラダ　オレンジ
ぎゅうにゅう

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

今月の目標 かんしゃのきもちをもってたべよう。 中学年平均

塩　こしょう　中濃ソース　赤
ワイン　白ワイン　しょうゆ
豚鶏スープ

ぶたにくとだいずのカレーライス　わかめ
サラダ　きくかみかん　ぎゅうにゅう

チキンかつのごまソースバーガー　ミネスト
ローネスープ　パインアップル　ぎゅうにゅ
う

とりにく　ぶたにく　あさり　チー
ズ　ぎゅうにゅう

キャベツ　たまねぎ　にんじん　パセリ　ト
マト　マッシュルーム　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　マカ
ロニ

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


