
令和3年度 2月 松戸市立和名ケ谷小学校

1 火 622 22.8 25.8 2.4

2 水 649 24.2 23.6 1.9

3 木 660 25.5 24.5 1.8

4 金 619 27.4 20.7 2.1

7 月 671 24.6 24.3 1.8

8 火 614 24.0 19.9 2.5

9 水 657 23.3 20.4 1.9

10 木 677 24.2 25.9 2.0

14 月 669 22.3 22.3 1.9

15 火 615 25.2 17.5 2.1

16 水 628 22.4 21.4 1.7

17 木 619 25.6 26.6 3.0

18 金 627 22.3 16.7 1.9

21 月 643 25.8 20.5 2.0

22 火 616 27.0 20.9 2.0

24 木 647 24.7 21.3 1.8

25 金 603 24.2 16.9 2.0

28 月 644 28.3 21.7 2.0

638 24.7 21.7 2.0

　☆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。

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。)

2日（水）６年4組、9日（水）６年2組、10日（木）６年３組、1７日（木）６年1組が家庭科の授業にて作成した献立です。

＊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 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

みりん　酒　塩　かつおぶし
ベーキングパウダー　重曹
酢　しょうゆ

今月の目標 たのしくしょくじをしよう。 中学年平均

酒　みりん　しょうゆ　かつお
ぶし

えだまめごはん　さけのてりやき　やさいの
ごまあえ　まめまめじる　りんご　ぎゅう
にゅう

ぶたどん　みそしる　まめかりんとう　ぎゅう
にゅう

ぶたにく　あぶらあげ　わかめ
あかみそ　しろみそ　にぼし
だいず　ぎゅうにゅう

たまねぎ　にんじん　ほししいたけ　しらた
き　だいこん　こまつな　えのきたけ

こめ　むぎ　さんおんとう　サラ
ダあぶら　でんぷん　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

きのこいりみそにこみうどん　こくとうあま
しょく　わかさぎのフリッター　ハリハリづけ
ぎゅうにゅう

とりにく　ちくわ　あぶらあげ　う
ずらたまご　あかみそ　たまご
ぎゅうにゅう　エバミルク　わか
さぎフリッター　かつおぶし

こんにゃく　にんじん　ごぼう　だいこん
ながねぎ　ぶなしめじ　こまつな　きりぼし
だいこん　きゅうり

うどん　さといも　こむぎこ　さと
う　くろざとう　マーガリン　アー
モンド　あぶら　ごま

ししゃも　ぶたにく　なまあげ
とうふ　あぶらあげ　あかみそ
しろみそ　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　ながねぎ　ぶなしめじ
こまつな　オレンジ

こめ　むぎ　こむぎこ　ごま　あ
ぶら　サラダあぶら　じゃがい
も　さんおんとう

ごはん　ししゃものごまあげ　にくじゃが
みそしる　オレンジ　ぎゅうにゅう

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　さばのピリカラやき　きりぼしだい
こんのにもの　みそしる　ぽんかん　ぎゅう
にゅう

さば　あぶらあげ　なまあげ
わかめ　あかみそ　しろみそ
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　ながねぎ　こまつな
ぽんかん

こめ　むぎ　ごまあぶら　ごま
さんおんとう　じゃがいも

とうがらし　しょうゆ　酒　みり
ん　塩　かつおぶし

わかめごはん　とりにくのさいきょうやき
ナムル　たまごいりキムチスープ　はちみ
つレモンゼリー　ぎゅうにゅう

わかめ　とりにく　さいきょうみ
そ　とうふ　たまご　ぎゅうにゅ
う

こまつな　もやし　にんじん　ながねぎ　キ
ムチ　はくさい　にら

こめ　ごま　さとう　ごまあぶら
でんぷん　レモンゼリー

みりん　しょうゆ　塩　こしょう
酒　かつおぶし　こんぶ

ぎんざけ　しろみそ　とうふ　あ
ぶらあげ　だいず　とうにゅう
わかめ　あかみそ　ぎゅうにゅ
う

えだまめ　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　ごま　さとう　じゃがいも 酒　薄口しょうゆ　こんぶ　塩
しょうゆ　みりん　かつおぶし

しょうゆ　酒　みりん　塩　か
つおぶし

ビーフカレーライス　ひじきサラダ　こくとう
きなこまめ　ぎゅうにゅう

ぎゅうにく　あさり　チーズ　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　にんにく　しょうが
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　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　しょうゆ　酢

みそラーメン　おかかやきおにぎり　あげ
ぎょうざ　だいこんのピリッとサラダ　ぎゅう
にゅう

ぶたにく　あかみそ　うずらた
まご　なると　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　たけのこ　コーン　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　こめ　ごま　あぶら

酒　しょうゆ　豆板醤　塩　豚
鶏スープ　酢

ごはん　さばのカレーやき　やさいののりあ
え　きょうふうしらたまじる　りんご　ぎゅう
にゅう

さば　のり　とうふ　しろみそ
たまご　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　だいこん　ながねぎ　りんご

こめ　むぎ　さとう　ごま　しらた
ま

しょうゆ　酒　みりん　カレー
こ　かつおぶし　塩

チョコパン　とりとしめじのクリームシチュー
かいそうサラダ　ぽんかん　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　かいそうミッ
クス　わかめ

にんじん　たまねぎ　ぶなしめじ　にんにく
パセリ　キャベツ　きゅうり　ブロッコリー
コーン　えだまめ　ぽんかん

コッペパン　チョコレート　スプ
レーチョコ　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　酢　しょうゆ

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　みそしる　ぶどうゼリー
ぎゅうにゅう

さけ　チーズ　しろみそ　なまあ
げ　わかめ　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　ながねぎ

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　さつまいも　ぶどうゼ
リー

しょうゆ　酒　みりん　かつお
ぶし

スパゲティミートソース　コーンサラダ　か
ぼちゃいりケーキ　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　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　コーン　キャベツ　きゅうり　かぼ
ちゃ　オレンジ

スパゲッティ　オリーブゆ　サラ
ダあぶら　さとう　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　しょうゆ
酢

ごはん　とうふのちゅうかに　あじのからあ
げ　カレーもやしサラダ　ぎゅうにゅう

とうふ　ぶたにく　えび　うずら
たまご　あじ　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　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　こめこ　あぶら

しょうゆ　酒　塩　こしょう　オ
イスターソース　豚鶏スープ
カレーこ　酢

ピザドック　かいそうサラダ　かにかまとた
まごのスープ　ぽんかん　ぎゅうにゅう

ウインナー　あさり　チーズ　か
いそうミックス　わかめ　かに
かまぼこ　とうふ　たまご　ぎゅ
うにゅう

たまねぎ　パセリ　キャベツ　きゅうり　ブ
ロッコリー　コーン　えだまめ　ぶなしめじ
こまつな　ぽんかん

コッペパン　サラダあぶら　ご
まあぶら　さとう　ごま　でんぷ
ん

ケチャップ　ピザソース　酢
しょうゆ　塩　こしょう　酒　豚
鶏スープ

ごはん　しろみざかなのフライごまソースか
け　やさいのおろしあえ　みそけんちんじる
きよみオレンジ　ぎゅうにゅう

メルルーサ　かつおぶし　とり
にく　なまあげ　しろみそ　あか
みそ　ぎゅうにゅう

こまつな　にんじん　なめこ　だいこん　ご
ぼう　ながねぎ　こんにゃく　きよみオレン
ジ

こめ　むぎ　こむぎこ　パンこ
ごま　あぶら　じゃがいも　ごま
あぶら

塩　こしょう　中濃ソース　赤
ワイン　しょうゆ　みりん　か
つおぶし

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　デコ
ポン　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　デコポン

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

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　ポップビーンズ　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　だいず
あおのり　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　あぶら

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

ぶどうパン　やさいのスープに　こぎつね
ビーンズサラダ　りんご　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　りんご

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　白ワイン　しょう
ゆ　豚鶏スープ　酢　みりん


