


令和３年度 9 月 よていこんだてひょう

習志野市立秋津小学校

ぎゅうにゅう なまあげ こまつな にがうり こめ きょうかまい
ぶたにく たまご きゅうり もやし サラダゆ さとう
ロースハム かまぼこ みかん パイン ゼリー

おうとう りんご
とりにく しろはなまめ たまねぎ にんじん こめ おおむぎ
ぎゅうにゅう ロースハム ほんしめじ エリンギ　 きょうかまい サラダゆ
だいず マッシュルーム りんごかんづめ じゃがいも さとう

にんにく しょうが カレールウ
ぎゅうにゅう ぶたにく たまねぎ キャベツ パン じゃがいも
レバ－ うずらたまご きゅうり ホールコーン サラダゆ こむぎこ
たまご ボンレスハム にんにく にんじん パンこ なたねあぶら
ベーコン セロリー トマト さとう でんぷん
ぎゅうにゅう ぶたにく ねぎ はくさい こめ きょうかまい
やきとうふ わかめ にんじん こまつな さとう サラダゆ
しろみそ あかみそ もやし きゅうり しろごま じゃがいも

たまねぎ えのきたけ
ぎゅうにゅう たちうお しょうが ほうれんそう こめ きょうかまい
かつおぶし あぶらあげ キャベツ こまつな でんぷん なたねあぶら
しろみそ あかみそ だいこん にんじん じゃがいも
だいず ねぎ ほんしめじ
まだい　 ぎゅうにゅう しょうが たまねぎ こめ きょうかまい
とりにく とりささみ にんじん たけのこ でんぷん さつまいも
のり ゆでボール さやいんげん こまつな サラダゆ さとう

にんじん つきみだんご
ぎゅうにゅう ぶたにく りんご レモンじる こめ きょうかまい
バター ちくわ しょうが キャベツ はちみつ マヨネーズ　
あぶらあげ しろみそ きゅうり にんじん しろすりごま
あかみそ かぶのは かぶ
チーズ ぎゅうにゅう にんにく ちりめん パン マヨネーズ　
ボンレスハム もずく キャベツ きゅうり サラダゆ さとう
とりにく とうふ にんじん ホールコーン なたねあぶら でんぷん

さやえんどう しいたけ おはぎ
ぎゅうにゅう とりにく たまねぎ にんじん こめ きょうかまい
ぶたにく レバ－ きゅうり なし パンこ じゃがいも
こおりどうふ たまご なめこ だいこん サラダゆ さとう
ひじき ツナ ねぎ
ぎゅうにゅう だいず たまねぎ こまつな こめ きょうかまい
ぶたにく ひじき にんじん もやし さといも バタ―
たまご しらすぼし キャベツ ほんしめじ こむぎこ パンこ
あさり なまあげ なたねあぶら
ぎゅうにゅう たまご たまねぎ にんじん パン ジャム
ツナ ぶたにく グリンピース にんにく サラダゆ さんおんとう
とりにく ベーコン しょうが きゅうり しろいりごま さとう
しろはなまめ バター もやし ほんしめじ じゃがいも マカロニ
なっとう ぎゅうにゅう だいこん レモンじる こめ きょうかまい
さんま ロースハム キャベツ もやし おおむぎ はるさめ
ぶたにく とうふ ほうれんそう にんじん しろいりごま さとう
しろみそ あかみそ ねぎ ごぼう さといも サラダゆ

664Kcal （22.3g）
(26.2g) 30.2%
15.8% 2.37g

650Kcal 20～30%
13～20％ 2g未満

623 18.3

24.5 2.39

27.3

23.4 2.02

24

16.8

26.7 2.40

28.2

27.8 3.46

(月)
ごはん　ぎゅうにゅう　ヘルシーハンバーグ
マセドアンポテトサラダ　みそしる

613

32.1

＜今月の給食目標＞　

22 (水)
ごはん　ぎゅうにゅう
ポークソテーアップルソースがけ
ゴママヨサラダ　みそしる

31.2

(金)
じゃこマヨトースト　ぎゅうにゅう　パリパリサラダ
もずくスープ　おはぎ

682

しょくパン　いちごジャム　ぎゅうにゅう
ようふうたまごやき　やきにくサラダ
クリームシチュー

28 (火)

27

30 (木)
むぎごはん　なっとう　ぎゅうにゅう
さんまのしおやきだいこんおろしぞえ
ちぐさあえ　とんじる

ごはん　ぎゅうにゅう　さといもとひじきコロッケ
しらすあえ　あさりときゃべつのみそしる

15

(月)

16

29

21 (火)

661

ごはん　ぎゅうにゅう　すきやきふうに
さんしょくあえ　みそしる

ごはん　ぎゅうにゅう　さかなのたつたあげ
おひたし　いなかじる

17

たいめし　ぎゅうにゅう
とりにくとさつまいものうまに
のりずあえ　おつきみじる　つきみだんご

(金)

586

23.9

673

24.1

702

645

24.3

785

30.3
(水)

610

21.8

(火)
きのこいりチキンカレーライス　ぎゅうにゅう
わふうドレッシングサラダ　ポップビーンズ

703

ぶどうパン　ぎゅうにゅう　てづくりスコッチエッグ
きゃべつサラダ　トマトのスープ

695

24.9

９月１日(水）～３日（金）臨時休業

９月６日（月）～１０日（金）給食なしの４時間授業

(木)

13

14

(水)

ごはん　ぎゅうにゅう
あつあげとゴーヤのチャンプル
ちゅうかサラダ　アップルポンチ

お　　も　　な　　ざ　　い　　り　　ょ　　うｶﾛﾘｰ
(kcal)
ﾀﾝﾊﾟｸ(g)

こ　　ん　　だ　　て　　め　　い日　付
からだをつくるもとになる からだのちょうしをととのえる

脂質（ｇ）
塩分相当
量（ｇ） ねつやちからになる

基準値

平均栄養価

27.4

2.46

2.20

23.4

2.84

16.8

17.7

食生活のリズムを整えよう（朝食について）

25.3

1.65

17.7

31.1

2.40

2.12

3.20

1.38

18.4

※献立は都合により変更となる場合があり
ます。御了承ください。

家庭数

～ お知らせ ～
９月の振り替えは、９月３０日（木）になります。月末は残高不
足とならないよう、入金確認をお願いします。

１・２・３年生（１食￥２８０）・・・・￥５，３２０

４・５年生（１食￥３３０）・・・・￥６，２７０

６年生（１食￥３３０）・・・・￥５，９４０９月２１日（火）は、十五夜です。給食では、月見だんごやお月見
汁で、「十五夜献立」になっています。
９月２４日（金）は、「お彼岸献立」になっています。



10 月 よていこんだてひょう

習志野市立秋津小学校

ツナ ぎゅうにゅう ほうれんそう キャベツ こめ きょうかまい
とりにく ひじき きりぼしだいこん にんじん はちみつ さとう
こんぶ かまぼこ なめこ だいこん しろごま サラダゆ
とうふ あぶらあげ ねぎ りんご
ぎゅうにゅう ぶたにく にんじん しょうが こめ きょうかまい
ししゃも かつおぶし たまねぎ グリンピ―ス おおむぎ じゃがいも

はくさい ほうれんそう サラダゆ さんおんとう
もやし しろすりごま でんぷん

ひじき あぶらあげ ごぼう にんじん こめ きょうかまい
ぎゅうにゅう ぶたにく しいたけ キャベツ さとう サラダゆ
しおこうじ わかめ きゅうり ほんしめじ しろすりごま さといも
とうふ あかみそ だいこん さやえんどう
ウィンナー きんときまめ にんにく たまねぎ パン あぶら
ぎゅうにく チーズ キャベツ きゅうり サラダゆ じゃがいも
ぎゅうにゅう ベーコン にんじん ホールコーン マカロニ
あさり とうにゅう ほんしめじ マッシュルーム

ぎゅうにゅう さば しょうが もやし こめ きょうかまい
あかみそ とうふ はくさい キャベツ さとう さといも
あぶらあげ とりにく にんじん だいこん

ねぎ ごぼう
ぎゅうにゅう とうふ たまねぎ にんじん こめ きょうかまい
とりにく たまご しいたけ れんこん さとう サラダゆ
ひじき わかめ キャベツ もやし まめふ ゼリー
しろみそ あかみそ えのきたけ にら
わかめごはんのもと ぎゅうにゅう にんにく しょうが こめ きょうかまい
とりにく あおのり ブロッコリ― ﾐﾆﾄﾏﾄ しろごま でんぷん

じょうしんこ あぶら
じゃがいも クレープ

ぎゅうにゅう とうふ たまねぎ ねぎ こめ きょうかまい
ぶたにく あかみそ にんじん しいたけ おおむぎ サラダゆ
きんしたまご ロースハム にら にんにく でんぷん さんおんとう

しょうが きゅうり はるさめ さとう
きなこ ぎゅうにゅう たまねぎ にんじん パン あぶら
フランクフルト ツナ キャベツ さやいんげん さんおんとう さとう
いんげんまめ かぶ セロリー じゃがいも サラダゆ

こまつな もやし しろごま バタ―
ぎゅうにゅう たまご たまねぎ にんじん こめ きょうかまい
こうやとうふ とりにく しいたけ こねぎ　 さとう さといも
しらすぼし ぶたにく こまつな もやし サラダゆ
とうふ しろみそ だいこん だいこん・は
とりにく ぎゅうにゅう たまねぎ にんじん こめ きょうかまい
メルル－サ たまご マッシュルーム トマトピューレ サラダゆ こむぎこ
わかめ ぶたにく グリンピース ホールコーン しろすりごま パンこ

きゅうり もやし さとう しろごま
ぎゅうにゅう さんま もやし こまつな こめ きょうかまい
かつおぶし とうふ キャベツ にんじん さつまいも くろごま
あぶらあげ わかめ えのきたけ ねぎ じゃがいも しらたまだんご

しろみそ あかみそ さとう
ぎゅうにゅう ぶたにく しょうが にんにく こめ きょうかまい
なまあげ あかみそ こまつな キャベツ でんぷん あぶら

にんじん しいたけ さとう しろごま
たけのこ ねぎ さつまいも

ぎゅうにゅう きんときまめ かぼちゃ たまねぎ パン マーガリン
ぶたにく チーズ トマト パセリ グラニューとう バタ―
わかめ たまご キャベツ きゅうり こむぎこ サラダゆ

にんじん ホールコーン さとう
ぎゅうにゅう ちくわ だいこん にんじん こめ きょうかまい
さつまあげ ウィンナー キャベツ きゅうり さとう サラダゆ
うずらたまご のり みかん こむぎこ でんぷん
だいず あぶら
ぎゅうにゅう とりにく れんこん にんじん こめ きょうかまい
ロースハム ベーコン ホールコーン たまねぎ さとう サラダゆ
しろはなまめ とうにゅう パセリ しろごま さつまいも
クリ―ム こめこ バタ―
ぎゅうにゅう とうふ しょうが ねぎ こめ きょうかまい
ぶたにく むきえび にんじん はくさい サラダゆ さとう
ロースハム きんしたまご チンゲンツァイ たけのこ でんぷん さつまいも

しいたけ きゅうり あぶら みずあめ
ぶたにく レバ－ たまねぎ にんじん スパゲティー バタ－
だいず こうやとうふ しいたけ マッシュル―ム じゃがいも サラダゆ
チーズ ぎゅうにゅう セロリー にんにく さとう ゼリー
ベーコン ボンレスハムしょうが パセリ しらたまだんご

あぶらあげ ぎゅうにゅう ほんしめじ えのきたけ こめ きょうかまい
ぎんざけ　 しろみそ まいたけ エリンギ　 さとう マヨネーズ　
とりにく のり しいたけ にんじん さんおんとう でんぷん
たまご とうふ たまねぎ パセリ
ぎゅうにゅう とりにく にんにく レモン パン ﾏｰｼｬﾙﾋﾞｰﾝｽﾞ

ヨ―グルト ぶたにく キャベツ きゅうり あぶら さとう
うずらたまご にんじん なつみかん はるさめ でんぷん

しいたけ ねぎ
ぎゅうにゅう ぶたにく たまねぎ もやし こめ きょうかまい
とうふ たまご きゅうり だいこん サラダゆ パンこ
ひじき くきわかめ にんじん ねぎ でんぷん さんおんとう
しろみそ あかみそ ごぼう さつまいも ババロア

656Kcal （21.3g）
(26.3ｇ) 29.3%
16.1% 2.49g

650Kcal 20～30%
13～20％ 2g未満

680

669

28.3

16.9

3.10

19.0

2.4724.9

食べ物の働きを知り、バランスよく食べよう

29 (金)

23.6

2.09

20.2

23.6

3.64

2.86

1.76

基準値

ごはん　ぎゅうにゅう　くきわかめサラダ
とうふのわふうハンバーグ
こんさいのみそしる　パンプキンババロア

平均栄養価

26.0

2.78

2.20

19.5

2.13

21.2

2.33

26.1

1.70

16.4

2.14

22.2

2.84

20.2

2.89

25.4

2.17

22.7

お　　も　　な　　ざ　　い　　り　　ょ　　うｶﾛﾘｰ
(kcal)
ﾀﾝﾊﾟｸ(g)

こ　　ん　　だ　　て　　め　　い日　付
からだをつくるもとになる からだのちょうしをととのえる

脂質（ｇ）
塩分相当
量（ｇ） ねつやちからになる

19.9

2.70

16.7

2.06

19.9

624

28.9

630

24.2

ツナのふりかけごはん　ぎゅうにゅう
ハニーマスタードチキン　みそしる
ひじきとこんぶのサラダ　　りんご

669

28.2

607

26.7

607

25.2

4

5

むぎごはん　ぎゅうにゅう　ごまじゃが
ししゃものかりんとあげ　おかかあえ

(火)
ひじきごはん　ぎゅうにゅう　ごまずあえ
ぶたにくのしおこうじやき
ぐだくさんみそしる

(金)

12

13

8

11

(水)

1 (金)

(月)

(月)

6

7 (木)
ごはん　ぎゅうにゅう　さばのみそに
ゆかりあえ　けんちんじる

チリドック　ぎゅうにゅう　コールスローサラダ
とうにゅうパスタスープ

(水)

(金)
ごはん　ぎゅうにゅう　ぎせいどうふ
きんぴらサラダ　みそしる　ブルーベリーゼリー

668

28.4

ランチボックスきゅうしょく
（きゅうしょくしつでおべんとうばこにつめます。）

706

22.7

653

23.2

(水)
きなこあげパン　ぎゅうにゅう　ポトフ
ツナゴマサラダ　しろいんげんまめのようふうに

669

ごはん　ぎゅうにゅう　ちぐさやき
しらすあえ　あきのとんじる　かき

615

28.0
(木)

(月)

655

28.6

653

24.8

613

727

29.3

616

29.3

666

チキンライス　ぎゅうにゅう
しろみざかなのフライ
こんにゃくサラダ　にらたまスープ
さつまいもごはん　ぎゅうにゅう
さんまのしおやき　おひたし
とうふとわかめのみそしる　きなこもち

18

むぎごはん　ぎゅうにゅう　マーボーどうふ
バンサンスー　さつまいものオレンジに

14

(火)

15

21

27

19 (火)
ごはん　ぎゅうにゅう　にんじんナムル
ぶたにくとなまあげのちゅうかいため
さつまいもとりんごのかさねに

きのこごはん　ぎゅうにゅう
さけのみそマヨネーズやき
のりずあえ　かきたまじる

25 (月)

28 (木)
しょくパン　マーシャルビーンズ
ぎゅうにゅう　タンドリーチキン
さわやかサラダ　はるさめスープ 21.9

＜今月の給食目標＞　

20 (水)
シュガートースト　ぎゅうにゅう
かぼちゃのミートグラタン　コーンサラダ
たまごスープ

27.1

25.4 3.11

23.4

(木)
ごはん　ぎゅうにゅう　ようふうおでん
のりサラダ　スパイシービーンズ
みかん

682 22.5

28.2 3.00

1.90

22 (金)
ごはん　ぎゅうにゅう　とりにくのてりやき
れんこんサラダ　さつまいものポタージュ

718

スパゲティミートソース　ぎゅうにゅう
ジャーマンポテト　きゃべつサラダ
フルーツしらたま

26 (火)

22.9

28.4 2.45

ごはん　ぎゅうにゅう　とうふとエビのうまに
ちゅうかサラダ　だいがくいも

655 16.2

25.2

※献立は都合により変更となる場合があり
ます。ご了承ください。

家庭数

～ お知らせ ～
１０月の振り替えは、１１月１日（月）になります。月末は残高不足とならない

よう、入金確認をお願いします。

１・２・３年生（１食￥２８０）・・・・￥５，３２０

４・５年生（１食￥３３０）・・・・￥６，２７０ ６年生（１食￥３３０）・・・・￥５，９４

０

１０月１１日 おたのしみ献立
１０月１８日 お月見献立（十三夜）

１０月２９日 ハロウィン献立



10 月 よていこんだてひょう

習志野市立秋津小学校

ツナ ぎゅうにゅう ほうれんそう キャベツ こめ きょうかまい
とりにく ひじき きりぼしだいこん にんじん はちみつ さとう
こんぶ かまぼこ なめこ だいこん しろごま サラダゆ
とうふ あぶらあげ ねぎ りんご
ぎゅうにゅう ぶたにく にんじん しょうが こめ きょうかまい
ししゃも かつおぶし たまねぎ グリンピ―ス おおむぎ じゃがいも

はくさい ほうれんそう サラダゆ さんおんとう
もやし しろすりごま でんぷん

ひじき あぶらあげ ごぼう にんじん こめ きょうかまい
ぎゅうにゅう ぶたにく しいたけ キャベツ さとう サラダゆ
しおこうじ わかめ きゅうり ほんしめじ しろすりごま さといも
とうふ あかみそ だいこん さやえんどう
ウィンナー きんときまめ にんにく たまねぎ パン あぶら
ぎゅうにく チーズ キャベツ きゅうり サラダゆ じゃがいも
ぎゅうにゅう ベーコン にんじん ホールコーン マカロニ
あさり とうにゅう ほんしめじ マッシュルーム

ぎゅうにゅう さば しょうが もやし こめ きょうかまい
あかみそ とうふ はくさい キャベツ さとう さといも
あぶらあげ とりにく にんじん だいこん

ねぎ ごぼう
ぎゅうにゅう とうふ たまねぎ にんじん こめ きょうかまい
とりにく たまご しいたけ れんこん さとう サラダゆ
ひじき わかめ キャベツ もやし まめふ
しろみそ あかみそ えのきたけ にら
わかめごはんのもと ぎゅうにゅう にんにく しょうが こめ きょうかまい
とりにく あおのり ブロッコリ― ﾐﾆﾄﾏﾄ しろごま でんぷん

じょうしんこ あぶら
じゃがいも クレープ

ぎゅうにゅう とうふ たまねぎ ねぎ こめ きょうかまい
ぶたにく あかみそ にんじん しいたけ おおむぎ サラダゆ
きんしたまご ロースハム にら にんにく でんぷん さんおんとう

しょうが きゅうり はるさめ さとう
きなこ ぎゅうにゅう たまねぎ にんじん パン あぶら
フランクフルト ツナ キャベツ さやいんげん さんおんとう さとう
いんげんまめ かぶ セロリー じゃがいも サラダゆ

こまつな もやし しろごま バタ―
ぎゅうにゅう たまご たまねぎ にんじん こめ きょうかまい
こうやとうふ とりにく しいたけ こねぎ　 さとう さといも
しらすぼし ぶたにく こまつな もやし サラダゆ
とうふ しろみそ だいこん だいこん・は
とりにく ぎゅうにゅう たまねぎ にんじん こめ きょうかまい
メルル－サ たまご マッシュルーム トマトピューレ サラダゆ こむぎこ
わかめ ぶたにく グリンピース ホールコーン しろすりごま パンこ

きゅうり もやし さとう しろごま
ぎゅうにゅう さんま もやし こまつな こめ きょうかまい
かつおぶし とうふ キャベツ にんじん さつまいも くろごま
あぶらあげ わかめ えのきたけ ねぎ じゃがいも しらたまだんご

しろみそ あかみそ さとう
ぎゅうにゅう ぶたにく しょうが にんにく こめ きょうかまい
なまあげ あかみそ こまつな キャベツ でんぷん あぶら

にんじん しいたけ さとう しろごま
たけのこ ねぎ さつまいも

ぎゅうにゅう きんときまめ かぼちゃ たまねぎ パン マーガリン
ぶたにく チーズ トマト パセリ グラニューとう バタ―
わかめ たまご キャベツ きゅうり こむぎこ サラダゆ

にんじん ホールコーン さとう
ぎゅうにゅう ちくわ だいこん にんじん こめ きょうかまい
さつまあげ ウィンナー キャベツ きゅうり さとう サラダゆ
うずらたまご のり みかん こむぎこ でんぷん
だいず あぶら
ぎゅうにゅう とりにく れんこん にんじん こめ きょうかまい
ロースハム ベーコン ホールコーン たまねぎ さとう サラダゆ
しろはなまめ とうにゅう パセリ しろごま さつまいも
クリ―ム こめこ バタ―
ぎゅうにゅう とうふ しょうが ねぎ こめ きょうかまい
ぶたにく むきえび にんじん はくさい サラダゆ さとう
ロースハム きんしたまご チンゲンツァイ たけのこ でんぷん さつまいも

しいたけ きゅうり あぶら みずあめ
ぶたにく レバ－ たまねぎ にんじん スパゲティー バタ－
だいず こうやとうふ しいたけ マッシュル―ム じゃがいも サラダゆ
チーズ ぎゅうにゅう セロリー にんにく さとう ゼリー
ベーコン ボンレスハムしょうが パセリ しらたまだんご

あぶらあげ ぎゅうにゅう ほんしめじ えのきたけ こめ きょうかまい
ぎんざけ　 しろみそ まいたけ エリンギ　 さとう マヨネーズ　
とりにく のり しいたけ にんじん さんおんとう でんぷん
たまご とうふ たまねぎ パセリ
ぎゅうにゅう とりにく にんにく レモン パン ﾏｰｼｬﾙﾋﾞｰﾝｽﾞ

ヨ―グルト ぶたにく キャベツ きゅうり あぶら さとう
うずらたまご にんじん なつみかん はるさめ でんぷん

しいたけ ねぎ
ぎゅうにゅう ぶたにく たまねぎ もやし こめ きょうかまい
とうふ たまご きゅうり だいこん サラダゆ パンこ
ひじき くきわかめ にんじん ねぎ でんぷん さんおんとう
しろみそ あかみそ ごぼう さつまいも ババロア

654Kcal （21.3g）
(26.3ｇ) 29.3%
16.1% 2.48g

650Kcal 20～30%
13～20％ 2g未満

680

669

28.3

16.9

3.10

19.0

2.4724.9

食べ物の働きを知り、バランスよく食べよう

29 (金)

23.6

2.09

20.2

23.6

3.64

2.86

1.76

基準値

ごはん　ぎゅうにゅう　くきわかめサラダ
とうふのわふうハンバーグ
こんさいのみそしる　パンプキンババロア

平均栄養価

26.0

2.78

2.20

19.5

2.13

21.2

2.29

26.1

1.70

16.4

2.14

22.2

2.84

20.2

2.89

25.4

2.17

22.7

お　　も　　な　　ざ　　い　　り　　ょ　　うｶﾛﾘｰ
(kcal)
ﾀﾝﾊﾟｸ(g)

こ　　ん　　だ　　て　　め　　い日　付
からだをつくるもとになる からだのちょうしをととのえる

脂質（ｇ）
塩分相当
量（ｇ） ねつやちからになる

19.9

2.70

16.7

2.06

19.9

624

28.9

630

24.2

ツナのふりかけごはん　ぎゅうにゅう
ハニーマスタードチキン　みそしる
ひじきとこんぶのサラダ　　りんご

669

28.2

607

26.7

607

25.2

4

5

むぎごはん　ぎゅうにゅう　ごまじゃが
ししゃものかりんとあげ　おかかあえ

(火)
ひじきごはん　ぎゅうにゅう　ごまずあえ
ぶたにくのしおこうじやき
ぐだくさんみそしる

(金)

12

13

8

11

(水)

1 (金)

(月)

(月)

6

7 (木)
ごはん　ぎゅうにゅう　さばのみそに
ゆかりあえ　けんちんじる

チリドック　ぎゅうにゅう　コールスローサラダ
とうにゅうパスタスープ

(水)

(金)
ごはん　ぎゅうにゅう　ぎせいどうふ
きんぴらサラダ　みそしる

635

28.4

ランチボックスきゅうしょく
（きゅうしょくしつでおべんとうばこにつめます。）

706

22.7

653

23.2

(水)
きなこあげパン　ぎゅうにゅう　ポトフ
ツナゴマサラダ　しろいんげんまめのようふうに

669

ごはん　ぎゅうにゅう　ちぐさやき
しらすあえ　あきのとんじる　かき

615

28.0
(木)

(月)

655

28.6

653

24.8

613

727

29.3

616

29.3

666

チキンライス　ぎゅうにゅう
しろみざかなのフライ
こんにゃくサラダ　にらたまスープ
さつまいもごはん　ぎゅうにゅう
さんまのしおやき　おひたし
とうふとわかめのみそしる　きなこもち

18

むぎごはん　ぎゅうにゅう　マーボーどうふ
バンサンスー　さつまいものオレンジに

14

(火)

15

21

27

19 (火)
ごはん　ぎゅうにゅう　にんじんナムル
ぶたにくとなまあげのちゅうかいため
さつまいもとりんごのかさねに

きのこごはん　ぎゅうにゅう
さけのみそマヨネーズやき
のりずあえ　かきたまじる

25 (月)

28 (木)
しょくパン　マーシャルビーンズ
ぎゅうにゅう　タンドリーチキン
さわやかサラダ　はるさめスープ 21.9

＜今月の給食目標＞　

20 (水)
シュガートースト　ぎゅうにゅう
かぼちゃのミートグラタン　コーンサラダ
たまごスープ

27.1

25.4 3.11

23.4

(木)
ごはん　ぎゅうにゅう　ようふうおでん
のりサラダ　スパイシービーンズ
みかん

682 22.5

28.2 3.00

1.90

22 (金)
ごはん　ぎゅうにゅう　とりにくのてりやき
れんこんサラダ　さつまいものポタージュ

718

スパゲティミートソース　ぎゅうにゅう
ジャーマンポテト　きゃべつサラダ
フルーツしらたま

26 (火)

22.9

28.4 2.45

ごはん　ぎゅうにゅう　とうふとエビのうまに
ちゅうかサラダ　だいがくいも

655 16.2

25.2

※献立は都合により変更となる場合があり
ます。ご了承ください。

家庭数

～ お知らせ ～
１０月の振り替えは、１１月１日（月）になります。月末は残高不足とならない

よう、入金確認をお願いします。

１・２・３年生（１食￥２８０）・・・・￥５，３２０

４・５年生（１食￥３３０）・・・・￥６，２７０ ６年生（１食￥３３０）・・・・￥５，９４

０

１０月１１日 おたのしみ献立
１０月１８日 お月見献立（十三夜）

１０月２９日 ハロウィン献立



令和３年度 11 月 よていこんだてひょう

習志野市立秋津小学校

とりにく しろみそ たまねぎ ねぎ こめ きょうかまい
たまご のり キャベツ きゅうり パンこ さんおんとう
ぶたにく あぶらあげ にんじん ほんしめじ しろごま さとう
あかみそ ぎゅうにゅう しいたけ だいこん サラダゆ さつまいも
たまご とりにく えだまめ ほうれんそう さとう サラダゆ
ひじき かつおぶし キャベツ にんじん こめ きょうかまい
ぎゅうにゅう ぶたにく ねぎ はくさい
やきどうふ こまつな
とりにく わかめ たまねぎ にんじん パン じゃがいも
ヨーグルト ぎゅうにゅう さやいんげん かぶ さとう サラダゆ

セロリー キャベツ なたねあぶら
きゅうり ホールコーン

なっとう ぎゅうにゅう こまつな ホールコーン こめ きょうかまい
さけ あぶらあげ もやし にんじん おおむぎ しろすりごま
しろみそ あかみそ だいこん ねぎ じゃがいも
だいず ほんしめじ ごぼう
いわし ぎゅうにゅう レモン キャベツ こめ きょうかまい
わかめ とうふ きゅうり にんじん おおむぎ でんぷん
あぶらあげ しろみそ なめこ だいこん なたねあぶら さとう
あかみそ ねぎ さつまいも しろすりごま
ぎゅうにゅう たまご たまねぎ にんにく こめ きょうかまい
ぶたにく ぎゅうにく しょうが きゅうり じゃがいも サラダゆ
とりにく とうふ もやし しいたけ さんおんとう しろごま

えのきたけ ねぎ さとう でんぷん
とりにく ぎゅうにゅう ほうれんそう にんじん パン さとう
ロースハム あおのり キャベツ きゅうり サラダゆ でんぷん
ベーコン あさり クリームコーン ホールコーン じゃがいも なたねあぶら

たまねぎ パセリ バタ― こむぎこ
ぎゅうにゅう ぶたにく にんじん たまねぎ こめ きょうかまい
あじ かつおぶし さやいんげん ほうれんそう じゃがいも なたねあぶら

キャベツ さとう こむぎこ

ぎゅうにゅう とうふ たまねぎ ねぎ こめ きょうかまい
ぶたにく あかみそ にんじん しいたけ おおむぎ サラダゆ
ボンレスハム くらげ にら にんにく でんぷん さんおんとう
スキムミル しょうが もやし はるさめ しろごま
ぶたにく ぎゅうにゅう キムチ しいたけ こめ きょうかまい
とりにく あかみそ にんじん ねぎ さとう はるさめ
ロースハム きんしたまご グリンピース にんにく せいがくもちでんぷん
とりにく きゅうり もやし しろごま
ぎゅうにゅう だいず にんにく たまねぎ パン ジャム
ぶたにく ベーコン にんじん パセリ じゃがいも サラダゆ
なまクリ―ム チーズ トマト トマトピューレ さんおんとう さとう
わかめ ししゃも キャベツ きゅうり こむぎこ なたねあぶら
ぎゅうにゅう メルル―サ キャベツ きゅうり こめ きょうかまい
ボンレスハム ぶたにく にんじん ホールコーン マーガリン サラダゆ
なまクリ―ム チーズ たまねぎ パセリ さつまいも こむぎこ

ぎゅうにゅう とうふ たまねぎ にんじん こめ きょうかまい
とりにく たまご しいたけ こまつな さとう サラダゆ
しらすぼし あぶらあげ もやし ほんしめじ さといも
あかみそ しろみそ ごぼう だいこん
ぶたにく こうやどうふ たまねぎ にんじん こめ おおむぎ
レバ－ いんげんまめ りんごかんづめ にんにく きょうかまい サラダゆ
ぎゅうにゅう ひよこまめ しょうが トマトピューレ カレールウ さとう

チ－ズ えだまめ キャベツ クールゼリー
ぎゅうにゅう とうふ にんじん ごぼう こめ きょうかまい
たまご あぶらあげ しょうが はくさい さつまいも こむぎこ
わかめ しろみそ キャベツ かぶ さんおんとう なたねあぶら
あかみそ かぶは えのきたけ
ベーコン チーズ にんにく たまねぎ パン サラダゆ
ぎゅうにゅう ツナ あかピーマン ピ―マン マヨネーズ　 じゃがいも
とりにく ベーコン トマトピューレ きゅうり こむぎこ バター

だいこん にんじん
あぶらあげ ぎゅうにゅう ちりめん だいこん こめ おおむぎ
がんもどき さつまあげ ごぼう にんじん さといも サラダゆ
ちくわ はんぺん だいこんは はくさい じゃがいも でんぷん
あげボール うずらたまご ほうれんそう なたねあぶら さとう
ぎゅうにゅう ぶたにく しょうが キャベツ こめ きょうかまい
ボンレスハム とうふ きゅうり ホールコーン サラダゆ さとう
あぶらあげ わかめ えのきたけ にんじん じゃがいも
しろみそ あかみそ ねぎ
あぶらあげ ぎゅうにゅう たまねぎ コーン こめ きょうかまい
ぶたにく とりにく トマトピューレ ほうれんそう さとう しろごま
たまご ツナ もやし にんじん パンこ じゃがいも
しろみそ あかみそ えのきたけ
ぶたにく あぶらあげ にんじん たまねぎ うどん こむぎこ
なると ぎゅうにゅう ねぎ こまつな バタ― でんぷん
かまぼこ あおのり ブロッコリ― さつまいも なたねあぶら
たまご こんぶ にくまん

650Kcal （20.6g）
(26.3ｇ) 28.5%
16.2% 2.32g

650Kcal 20～30%
13～20％ 2g未満

25.3

24.3 2.17

609

25.5

18.8

2.42

いりこめし　ぎゅうにゅう　おでん　おかかあえ
シュガービーンズ

744 22.8

32.1 2.46

24 (水)
ピザトースト　ぎゅうにゅう
ツナとだいこんのサラダ　カレークリーム煮

638

19.9

24.0 2.27

29.9

(月)
ごはん　ぎゅうにゅう　がね　ゆかりあえ
みそしる　はやか

595 15.3

17.4 1.89

29 (月)
こぎつねごはん　ぎゅうにゅう　ミートローフ
ツナとほうれんそうのあえもの　みそしる 24.1

＜今月の給食目標＞　

19 (金)
こうやどうふいりキーマカレー　ぎゅうにゅう
チーズハムサラダ　ジュースゼリー

22

26

18 (木)
ごはん　ぎゅうにゅう　ぎせいどうふ　しらすあえ
ぐだくさんみそしる

ごはん　ぎゅうにゅう　ぶたにくのしょうがやき
きゃべつサラダ　とうふとわかめのみそしる

25 (木)

コッペパン　いちごジャム　ぎゅうにゅう
ポークビーンズ　コーンサラダ
ししゃものフリッター

ごはん　ぎゅうにゅう　しろみざかなのムニエル
コールスローサラダ　さつまいものシチュー

17

ごはん　ぎゅうにゅう　にくじゃが
まめアジのからあげ　おひたし

15

(木)

16
728

29.5

668

24.6

593

678

26.4

629

25.0

699

596

23.2

(金)
むぎごはん　ぎゅうにゅう　マーボーどうふ
はるさめサラダ　ミルクいもぼう

643

キムチチャーハン　ぎゅうにゅう
とりにくのみそやき　ちゅうかサラダ
せいがくもちいりちゅうかスープ

651

27.4
(月)

(水)

(火)
ごはん　ぎゅうにゅう　ポテトオムレツ
やきにくサラダ　むらくもじる

635

29.0

とりにくのてりやきバーガー　ぎゅうにゅう
あおのりポテト　わふうﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞサラダ
コーンチャウダー

644

28.4

5

8 (月)
【千産千消献立】
いわしのかばやきごはん　ぎゅうにゅう
さつまいものレモンに　ごまずあえ　みそしる

むぎごはん　なっとう　ぎゅうにゅう
さけのしおやき　もやしとコーンのごまあえ
いなかじる　みかん

(金)

9

10

(金)

1 (月)

(水)

(火)

(火)

11

12

2

4

ごはん　ぎゅうにゅう　すきやきふうに
ふくさたまご　おひたし

(木)
ココアあげパン　ぎゅうにゅう　チキンポトフ
わかめサラダ　ヨーグルト

【千産千消献立】
ごはん　ぎゅうにゅう　いわしのさんがやき
のりサラダ　さつまじる

677

23.1

649

25.2

645

30.6

19.0

2.12

22.6

1.89

20.9

644

27.0

638

30.5

お　　も　　な　　ざ　　い　　り　　ょ　　うｶﾛﾘｰ
(kcal)
ﾀﾝﾊﾟｸ(g)

こ　　ん　　だ　　て　　め　　い日　付
からだをつくるもとになる からだのちょうしをととのえる

脂質（ｇ）
塩分相当
量（ｇ） ねつやちからになる

2.56

19.3

1.96

18.6

2.46

21.5

2.53

22.8

3.00

14.3

1.67

17.6

基準値

カレーうどん　ぎゅうにゅう
ちくわとさつまいものいそべあげ
ブロッコリーのしおこんぶあえ　にくまん

平均栄養価

17.8

2.94

1.71

19.5

3.21

27.7

感謝の気持ちをもって食べよう

30 (火)

22.9

1.98

23.0

22.9

2.26

2.88

2.22

※献立は都合により変更となる場合があり
ます。御了承ください。

～ お知らせ
１１月の振り替えは、１１月３０日（火）になります。月末は残
高不足とならないよう、入金確認をお願いします。

１・２・３年生（１食￥２８０）・・・・￥５，３２０

４・５年生（１食￥３３０）・・・・￥６，２７０



令和３年度 12 月 よていこんだてひょう

習志野市立秋津小学校

ぎゅうにゅう ぎゅうにく にんじん はくさい こめ きょうかまい
やきとうふ ツナ ねぎ えのきたけ おおむぎ サラダゆ
のり きなこ しいたけ こまつな さんおんとう さつまいも

きゅうり なたねあぶら
チーズ ぎゅうにゅう トマトピューレ にんじん サラダゆ じゃがいも
ボンレスハム ベーコン きゅうり りんご マヨネーズ　 ゼリー
ウィンナー はくさい ホールコーン さとう パン

たまねぎ こまつな
ぎゅうにゅう とりにく にんにく しょうが こめ きょうかまい
ロースハム たまごやき きゅうり にんじん でんぷん じょうしんこ
あぶらあげ しろみそ もやし だいこん なたねあぶら さとう
あかみそ だいこんのは みかん
ぎゅうにゅう とうふ たまねぎ ねぎ こめ きょうかまい
ぶたにく あかみそ にんじん しいたけ おおむぎ サラダゆ
たまごやき ロースハム にら にんにく でんぷん さんおんとう

しょうが きゅうり はるさめ さとう
ぎゅうにゅう いなだ はくさい ほうれんそう こめ きょうかまい
なっとう かつおぶし にんじん えのきたけ おおむぎ さとう
とうふ わかめ こまつな ねぎ しろごま じゃがいも
しろみそ あかみそ
ぎゅうにゅう フランク たまねぎ にんじん パン なたねあぶら
ぶたにく さつまあげ さやいんげん かぶ じゃがいも サラダゆ
チ－ズ ボンレスハムブロッコリ― セロリー さとう
ヨーグルト キャベツ きゅうり
ぎゅうにゅう とりにく ねぎ ほうれんそう こめ きょうかまい
レバ－ とうふ キャベツ ほんしめじ パンこ しろごま
しろみそ たまご しいたけ だいこん さとう でんぷん
かつおぶし にんじん さといも
ぎゅうにゅう ぶたにく しいたけ たけのこ こめ きょうかまい
ツナ とうふ にんじん ねぎ はるさめ さとう
あぶらあげ しろみそ もやし ほうれんそう サラダゆ でんぷん
あかみそ なめこ だいこんのは なたねあぶら
ぎゅうにゅう ぶたにく りんご レモンしる こめ きょうかまい
バター ボンレスハム しょうが キャベツ はちみつ サラダゆ
たまご きゅうり にんじん さとう バタ―

ホールコーン ほうれんそう
ぎゅうにゅう ほっけ しょうが こまつな こめ きょうかまい
しろみそ あかみそ ホールコーン もやし でんぷん なたねあぶら
だいず だいこん にんじん しろすりごま さつまいも

ねぎ ごぼう
ぎゅうにゅう たまご ピ―マン たまねぎ パン ジャム
チーズ ロースハム にんにく ほうれんそう じゃがいも サラダゆ
あさり ベーコン にんじん キャベツ さとう マカロニ

きゅうり セロリー
ぎゅうにゅう ししゃも キャベツ もやし こめ きょうかまい
ロースハム きんときまめ ほうれんそう にんじん でんぷん なたねあぶら
ぶたにく とうふ だいこん だいこんのは さとう しろごま
しろみそ あかみそ はくさい ねぎ はるまき さんおんとう
ひじき あぶらあげ ごぼう にんじん こめ きょうかまい
ぎゅうにゅう とうふ しいたけ たまねぎ さとう サラダゆ
とりにく たまご はくさい ほうれんそう じゃがいも
かつおぶし わかめ もやし
ぎゅうにゅう なまあげ しょうが ねぎ こめ きょうかまい
ぶたにく うずらたまご しいたけ たけのこ サラダゆ さとう
しろみそ にんじん キャベツ でんぷん しろごま

こまつな もやし さつまいも
ぶたにく あぶらあげ かぼちゃ こまつな うどん さとう
しろみそ あかみそ にんじん ごぼう しろごま サラダゆ
ぎゅうにゅう さば ねぎ ほんしめじ しらたま
くきわかめ ロースハム はくさい ゆず
ボンレスハム ぎゅうにゅう たまねぎ にんじん こめ きょうかまい
とりにく チーズ マッシュルーム トマトピューレ マーガリン サラダゆ
ベーコン なまクリーム グリンピース しょうが じゃがいも なたねあぶら

にんにく ブロッコリ― さとう こめこパスタ

646Kcal （21.0g）
(25.7ｇ) 29.3%
15.9% 2.50g

650Kcal 20～30%
13～20％ 2g未満

2.01

2.89

18.1

2.16

冬の健康的な食事について知ろう

19.5

18.3

お　　も　　な　　ざ　　い　　り　　ょ　　う

ねつやちからになる

21.0

基準値

平均栄養価

2.40

17.3

1.87

23.2

3.08

698

652

20.9

19.1

1.78

19.6

2.17

25.0

2.81

2.58

19.9

2.02

25.3

ｶﾛﾘｰ
(kcal)
ﾀﾝﾊﾟｸ(g)

こ　　ん　　だ　　て　　め　　い日　付
からだをつくるもとになる

ウィンナーピザトースト　ぎゅうにゅう
ﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ（６－１）　はくさいとベーコンのスープ
サイダーポンチ（リクエストメニュー）

1

2

からだのちょうしをととのえる

脂質（ｇ）
塩分相当
量（ｇ）

2.97

20.7

675

25.7

664

23.2

1.82

23.4

615

29.1

621

23.6

621

24.0

ごはん　ぎゅうにゅう　ちゅうかサラダ
とりにくのからあげ（リクエストメニュー）
みそしる　みかん

むぎごはん　ぎゅうにゅう　にくどうふ
のりすあえ　あべかわいも

(水)

(水)

(木)

(木)

むぎごはん　ぎゅうにゅう　いなだのてりやき
なっとうあえ（６－２）　とうふとわかめのみそしる

むぎごはん　ぎゅうにゅう　マーボーどうふ
バンサンスー　だいがくかぼちゃ

13

8

9

3

6

7 (火)

(金)

(月)

(水)
ココアあげパン（リクエストメニュー）
ぎゅうにゅう　ポトフ
チーズハムサラダ　ヨーグルト

703

25.6

ごはん　ぎゅうにゅう　みそつくねやき
おひたし　ふぶきじる

618

26.7

619

21.8

25.3

654

(月)
ごはん　ぎゅうにゅう
ポークソテーアップルソースがけ
きゃべつサラダ　たまごスープ

653

ごはん　ぎゅうにゅう　ほっけのたつたあげ
もやしとコーンのごまあえ
こんさいのみそしる　ゆめオレンジ

624

25.5

587

20.2

24.7

ごはん　ぎゅうにゅう　ししゃものかりんとあげ
ちぐさあえ　にまめ　ふゆのとんじる

16

ごはん　ぎゅうにゅう　てづくりはるまき
ツナとほうれんそうのあえもの
とうふとなめこのみそしる

14

(金)

15

(木)

21

(火)

10

＜今月の給食目標＞　

20 (月)
ごはん　ぎゅうにゅう　なまあげのちゅうかに
さんしょくあえ　さつまいものオレンジに

17 (金)
ひじきごはん　ぎゅうにゅう　ぎせいどうふ
おかかあえ　みそしる

しょくパン　いちごジャム　ぎゅうにゅう
スペインふうオムレツ　ドレッシングサラダ
マンハッタンふうクラムチャウダー

24.0 2.13

31.5

(火)
【1日早い冬至献立】
ほうとう　ぎゅうにゅう　さばのゆずみそやき
きりぼしだいこんのサラダ　おぐらしらたま

616 24.2

27.3 3.26

22
21.6

31.0 4.06
(水)

【クリスマス献立】　ｹﾁｬｯﾌﾟﾗｲｽ
ぎゅうにゅう　ﾛｰｽﾄﾁｷﾝ　ｽﾊﾟｲｼｰﾎﾟﾃﾄ
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰｻﾗﾀﾞ　やさいｽｰﾌﾟ　ｺｺｱﾌﾟﾘﾝ

720

※献立は都合により変更となる場合があり
ます。御了承ください。

～ お知らせ
１２月の振り替えは、１２月２８日（火）になります。月末は残

高不足とならないよう、入金確認をお願いします。

１・２・３年生（１食￥２８０）・・・・￥５，３２０

４・５年生（１食￥３３０）・・・・￥６，２７０

先月の後半より、三代川さんの 野菜が登

場！

１０月の中旬に子供たちからリクエ

スト給食のアンケートを実施、１１月

の委員会の活動日に健康委員会の
メンバーが、集計をしました。
今月の献立より、リクエストメ
ニューが登場します。
初めに、秋津小全体でリクエスト
の多かったものと６年生のリクエスト
です。おたのしみに！

≪冬至≫
冬至は１年のうちで、最も昼が短く、夜が最も長い
日です。また、冬至を過ぎると、これまで短くなって

いた日が長くなっていくことから、太陽がよみがえる
日とも考えられていました。

冬至には、南瓜を食べたり、ゆず湯に入ったりしま
す。秋津小では、南瓜入りのほうとうと
さばのゆず味噌焼きが登場します。



令和３年度 1 月 よていこんだてひょう

習志野市立秋津小学校

ぎゅうにゅう とりにく ねぎ にんじん こめ きょうかまい
たまご とうふ キャベツ きゅうり パンこ さとう
あかみそ わかめ しいたけ だいこん しろごま しらたまもち
とりにく なると こまつな みかん
ぎゅうにゅう とりにく たまねぎ にんじん マヨネーズ　 じゃがいも
さつまあげ ロースハム さやいんげん かぶ サラダゆ さとう
まぐろツナ こまつな ほうれんそう しろごま パン

きゅうり りんご
ぎゅうにゅう さば ほうれんそう キャベツ こめ きょうかまい
かつおぶし ぶたにく にんじん だいこん しろすりごま しろごま
とうふ しろみそ ねぎ ごぼう さとう さといも
あかみそ きんときまめ サラダゆ さんおんとう
ぎゅうにゅう とうふ たまねぎ ねぎ こめ きょうかまい
ぶたにく あかみそ にんじん しいたけ おおむぎ サラダゆ
ボンレスハム くらげ にら にんにく でんぷん さんおんとう
だいず しょうが もやし はるさめ しろごま
ぎゅうにゅう わかさぎ たまねぎ あかピーマン こめ きょうかまい
ロースハム あぶらあげ ピ―マン れんこん でんぷん あぶら
とうふ あかみそ にんじん ホールコーン さとう しろごま
しろみそ しいたけ ほんしめじ マヨネーズ　 じゃがいも
ぶたにく いんげんまめたまねぎ にんじん こめ おおむぎ
ぎゅうにゅう わかめ りんごかんづめ にんにく きょうかまい サラダゆ
ヨーグルト しょうが トマトピューレ じゃがいも さとう

えだまめ ホールコーン カレールウ
ぎゅうにゅう とうふ にんじん しいたけ こめ きょうかまい
たまご かつおぶし ほうれんそう はくさい さとう サラダゆ
しろみそ あかみそ こまつな だいこん でんぷん さつまいも
だいず たまねぎ えのきたけ あぶら しろごま
ぎゅうにゅう とりにく たまねぎ にんじん パン ジャム
むきえび スキムミルク グリンピース マッシュルーム マカロニ こめこ
チーズ わかめ キャベツ きゅうり バタ― サラダゆ
ベーコン たまご ホールコーン にんにく さとう でんぷん
ぎゅうにゅう とりにく こねぎ にんにく こめ きょうかまい
あかみそ ツナ ほうれんそう もやし さとう さといも
とうふ にんじん だいこん サラダゆ クールゼリー

ねぎ ごぼう
のり ぎゅうにゅう はくさい キャベツ こめ きょうかまい
ほっけ ぎゅうにく にんじん ほんしめじ おおむぎ さといも

なめこ ねぎ さとう
みかん

とりにく きんしたまご さやいんげん にんじん こめ きょうかまい
のり ぎゅうにゅう しいたけ しょうが さとう さつまいも
とうふ たまご レモンじる こねぎ　 こむぎこ さんおんとう
さつまあげ あさり ごぼう こまつな あぶら
ぎゅうにゅう ししゃも だいこんのつけもの だいこんのは こめ きょうかまい
あおのり なっとう こまつな はくさい こむぎこ あぶら
チーズ ぶたにく にんじん しいたけ さつまいも
とうふ しろみそ だいこん ごぼう
もずく あぶらあげ にんじん しいたけ こめ きょうかまい
ぎゅうにゅう とりにく キャベツ もやし さとう はるさめ
たまご かつおぶし ほうれんそう にら しろごま こむぎこ
ロースハム とうふ たまねぎ えのきたけ くろざとう ベーキングパウダー

ぎゅうにゅう さけ たまねぎ にんじん こめ きょうかまい
あかみそ かつおぶし えのきたけ あかピーマン バタ― じゃがいも
とうふ なると キャベツ にんにく サラダゆ

ちりめん こねぎ　
きなこ ぎゅうにゅう にんじん きゅうり パン あぶら
ひじき ロースハム たまねぎ ほんしめじ さんおんとう さとう
チ－ズ とりにく マッシュルーム パセリ サラダゆ じゃがいも

みかん パイン バタ― こむぎこ

649Kcal （19.3g）
(27.0ｇ) 26.8%
16.6% 2.54g

650Kcal 20～30%
13～20％ 2g未満

21.1

30.4 2.70

30.2

(月)
きなこあげパン　ぎゅうにゅう　カレークリームに
ひじきのマリネ　フルーツポンチ

705 25.3

25.1 2.56

＜今月の給食目標＞　

28 (金)
【全国学校給食週間５日目　北海道の郷土料理】
ごはん　ぎゅうにゅう　さけのチャンチャンやき
やきじゃがバターのじゃこいためがけ　すましじる

31

27 (木)
【全国学校給食週間４日目　沖縄の郷土料理】
もずくたきこみごはん　ぎゅうにゅう　みそしる
にんじんシリシリ　ちぐさあえ　ｻｰﾀｰｱﾝﾀﾞｷﾞｰ

コッペパン　いちごジャム　ぎゅうにゅう
マカロニグラタン　コーンサラダ
たまごとトマトのスープ

24

(木)

25

20

21

653

27.9

【全国学校給食週間２日目　鹿児島の郷土料理】
けいはん　ぎゅうにゅう　がね　にびたし
あさりとキャベツのみそしる

【全国学校給食週間３日目　新潟の郷土料理】
ごはん　ぎゅうにゅう　ししゃものあおのりあげ
きりざい　スキーじる

26

637

638

27.5

(金)
ごはん　ぎゅうにゅう　とりにくのみそやき
ツナとほうれんそうのあえもの
けんちんじる　みかんゼリー

669

【全国学校給食週間１日目　初めての給食】
おにぎり　のり　ぎゅうにゅう　いもに
ほっけのいちやぼし　ゆかりあえ　みかん

642

30.6
(月)

697

23.6

ごはん　ぎゅうにゅう　ぎせいどうふ
おかかあえ　みそしる　ぎすけあげ

631

26.6

(火)
633

23.9

634

25.7

(金)

(水)

(火)
カレーライス　ぎゅうにゅう　こんにゃくサラダ
ヨーグルト

11 (火)

(水)

(水)

14

17

12

13

18

19

ホットサンド　ぎゅうにゅう　わふうポトフ
ゴマドレッシングサラダ　りんご

(木)
ごはん　ぎゅうにゅう　さばのごまだれやき
おひたし　にまめ　とんじる

(月)
ごはん　ぎゅうにゅう　わかさぎのなんばんづけ
れんこんサラダ　ぐだくさんみそしる

ごはん　ぎゅうにゅう　まつかぜやき　すのもの
しらたまぞうに　たづくり　みかん

628

675

31.6

591

28.6

むぎごはん　ぎゅうにゅう　マーボーどうふ
はるさめサラダ　はちみつミルクポテト

24.5

623

25.6

693

24.6

18.5

2.53

19.6

2.68

17.7

ｶﾛﾘｰ
(kcal)
ﾀﾝﾊﾟｸ(g)

こ　　ん　　だ　　て　　め　　い日　付
からだをつくるもとになる からだのちょうしをととのえる

脂質（ｇ）
塩分相当
量（ｇ）

20.4

1.75

19.8

2.35

17.3

お　　も　　な　　ざ　　い　　り　　ょ　　う

ねつやちからになる

基準値

平均栄養価

2.30

14.8

2.77

17.3

2.16

17.9

2.78

給食週間について知ろう

22.1

2.71

20.2

2.87

2.99

20.3

3.21

17.6

1.78

※献立は都合により変更となる場合があり
ます。御了承ください。

～ お知らせ
１月の振り替えは、１月３１日（月）になります。月末は残高
不足とならないよう、入金確認をお願いします。

１・２・３年生（１食￥２８０）・・・・￥５，３２０

４・５年生（１食￥３３０）・・・・￥６，２７０



令和３年度 2 月 よていこんだてひょう

習志野市立秋津小学校

ぎゅうにゅう なまあげ しょうが にんにく こめ きょうかまい
ぶたにく あかみそ ねぎ たまねぎ おおむぎ サラダゆ
チーズ カニカマ しいたけ キャベツ さとう でんぷん
かにフレーク たまご にんじん たけのこ
ぎゅうにゅう とりにく しょうが レモン こめ きょうかまい
ボンレスハム とうふ パセリ キャベツ でんぷん なたねあぶら
しろみそ あかみそ きゅうり にんじん じゃがいも さとう

ホールコーン なめこ サラダゆ
たまごやき なっとう きゅうり ほうれんそう こめ さとう
ぎゅうにゅう いわし キャベツ えのきたけ でんぷん なたねあぶら
かつおぶし とうふ こまつな
かまぼこ ふくまめ
ロングウィンナー チーズ にんじん きゅうり パン サラダゆ
ぎゅうにゅう ささみ キャベツ レモンしる しろすりごま さとう
ほたてかいばしら たまご だいこん ねぎ でんぷん

こまつな えのきたけ
とりにく ひよこまめ たまねぎ にんじん こめ おおむぎ
だいず ぎゅうにゅう りんご にんにく きょうかまい サラダゆ
のり しょうが トマトピューレ じゃがいも さつまいも

えだまめ れんこん カレールウ
ぎゅうにゅう さけ キャベツ きゅうり こめ きょうかまい
しおこうじ わかめ にんじん しいたけ しろすりごま さとう
きんときまめ あぶらあげ ほんしめじ ごぼう さんおんとう さといも
とうふ あかみそ だいこん さやえんどう
ぎゅうにゅう たまご ピ―マン たまねぎ こくとうパン じゃがいも
チーズ ひじき にんにく ほうれんそう サラダゆ さとう
カニカマ ベーコン キャベツ きりぼしだいこん しろごま バタ―
あさり にんじん パセリ こむぎこ
ぎゅうにゅう とうふ たまねぎ あかピーマン こめ きょうかまい
とりにく たまご きりぼしだいこん きゅうり でんぷん なたねあぶら
くきわかめ ロースハム にんじん ほんしめじ サラダゆ さとう
ぶたにく あぶらあげ しいたけ だいこん しろごま さつまいも
ほたてがい あさり たまねぎ マッシュルーム こめ きょうかまい
むきえび いか ほんしめじ キャベツ おおむぎ サラダゆ
ぎゅうにゅう チーズ きゅうり にんじん バタ― こむぎこ
わかめ ベーコン ホールコーン えのきたけ さとう クレープ
ぎゅうにゅう きんときまめ たまねぎ にんじん ブランコッペパン ミルメーク
ぎゅうにく ぶたにく マッシュルーム にんにく じゃがいも なたねあぶら
チ－ズ ボンレスハムしょうが トマトピューレ サラダゆ さとう

キャベツ きゅうり
ぎゅうにゅう ぶたにく たまねぎ ピ―マン こめ きょうかまい
ひじき ロースハム しょうが にんじん さとう サラダゆ
チ－ズ とうふ きゅうり だいこん さといも
とりにく しろみそ ねぎ ごぼう
ぶたにく いか キャベツ にんじん やきそばめん なたねあぶら
あおのり ぎゅうにゅう ピ―マン しょうが でんぷん しろごま
さわら にんにく きゅうり さとう にくまん

ぎゅうにゅう ぎゅうにく にんじん はくさい こめ きょうかまい
やきとうふ たまご ねぎ えのきたけ サラダゆ さんおんとう
きなこ しいたけ ほうれんそう さつまいも なたねあぶら

なばな ホールコーン さとう
ぎゅうにゅう ししゃも にんじん たまねぎ こめ きょうかまい
ぶたにく ロースハム さやいんげん ほうれんそう でんぷん なたねあぶら

キャベツ きゅうり さとう しろごま
じゃがいも サラダゆ

ぶたにく スキムミルク しょうが にんにく パン カレールウ
ぎゅうにゅう ロースハム たまねぎ にんじん パンこ なたねあぶら
とりにく むしボール ピ―マン きゅうり マカロニ マヨネーズ

キャベツ さやいんげん じゃがいも
ぎゅうにゅう とうふ たまねぎ ねぎ こめ きょうかまい
ぶたにく レバ－そぼろ にんじん しいたけ おおむぎ サラダゆ
あかみそ ボンレスハム にら にんにく でんぷん さんおんとう
くらげ しょうが もやし はるさめ しろごま
さけフレーク わかめ にんにく しょうが こめ きょうかまい
ぎゅうにゅう とりにく ブロッコリー にんじん しろごま でんぷん
こんぶ ﾐﾆﾄﾏﾄ じょうしんこ なたねあぶら

ポテト ゼリー
ぎゅうにゅう ぶたにく たまねぎ ブロッコリ― パン サラダゆ
とうふ たまご あかピーマン はくさい パンこ じゃがいも
ひじき ボンレスハムホールコーン にんじん さとう
チーズ ベーコン こまつな

654Kcal （21.3g）
(27.2ｇ) 29.3%
16.6% 2.72g

650Kcal 20～30%
13～20％ 2g未満

嫌いな物でも残さず食べよう

22.8

2.76

19.4

18.8

4.67

2.58

1.80

17.8

2.36

基準値

平均栄養価

3.60

16.5

2.76

22.9

1.97

22.4

3.42

23.7

2.70

29.8

3.37

20.2

2.15

16.6

お　　も　　な　　ざ　　い　　り　　ょ　　うｶﾛﾘｰ
(kcal)
ﾀﾝﾊﾟｸ(g)

こ　　ん　　だ　　て　　め　　い日　付
からだをつくるもとになる からだのちょうしをととのえる

脂質（ｇ）
塩分相当
量（ｇ） ねつやちからになる

20.0

656

37.8

640

29.0

23.8

2.58

16.4

2.43

19.1

ごはん　ぎゅうにゅう　とりにくのケチャップあえ
きゃべつサラダ　とうふとなめこのみそしる

(木)
セルフてまきずし　ぎゅうにゅう
いわしのまるぼしのからあげ　おひたし
すましじる　ふくまめ

むぎごはん　ぎゅうにゅう　かにたま
なまあげのぶたキムチいため
ブロッコリーのサラダ

696

675

31.1

628

29.3

10

14

2

3

8

9

7

(月)

1 (火)

(水)

(水)

4

(月)
チキンとまめのカレーライス　ぎゅうにゅう
こんさいチップス　のりサラダ

チーズホットドック　ぎゅうにゅう　とりごまサラダ
だいこんのとろみスープ　いちご

(金)

(火)
ごはん　ぎゅうにゅう　さけのしおこうじやき
ごまずあえ　にまめ　ぐだくさんみそしる

618

27.5

こくとうパン　ぎゅうにゅう
スペインふうオムレツ　ひじきサラダ
クラムチャウダー　スィートスプリング

647

24.5

25.6
(火)

(木)

(水)

635

30.5

682

33.2

663

624

24.2

ごはん　ぎゅうにゅう　とうふナゲット
きりぼしだいこんサラダ　さつまじる

26.2

シーフードドリア　ぎゅうにゅう　コーンサラダ
やさいスープ　チョコクレープ

664

ブランコッペパン　ぎゅうにゅう　ミルメーク
チリコンカン　チーズハムサラダ　ぽんかん

15

(木)

16
631

26.7

665

24.2
(月)

622

28

18 (金)
ごはん　ぎゅうにゅう　にくどうふ
なのはなあえ　あべかわいも

ぶどうﾊﾟﾝ　ぎゅうにゅう　とうふとひじきのﾊﾝﾊﾞｰ
ｸﾞ　こふきいも　ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのｶｯﾃｰｼﾞﾁｰｽﾞｻﾗﾀﾞ
はくさいとベーコンのスープ

25 (金)

＜今月の給食目標＞　

21 (月)
ごはん　ぎゅうにゅう　ししゃものごまずだれ
にくじゃが　わふうドレッシングサラダ

22

ごはん　ぎゅうにゅう　ぶたにくのしょうがやき
ひじきのマリネ　けんちんみそしる

やきそば　ぎゅうにゅう　ちゅうかきゅうり
さわらのかわりあげ　にくまん

17

(火)
てづくりカレーパン　ぎゅうにゅう
マカロニサラダ　チキンポトフ

627 29.3

25.8 3.40

24 (木)
むぎごはん　ぎゅうにゅう　マーボーどうふ
はるさめサラダ　だいがくいも

679

18.3

25.1 2.72

18.3

24.7 1.89

トンボランチ(学校でお弁当箱に詰めます）
おたのしみに

728 28.7

24.4 1.86

※献立は都合により変更となる場合があり
ます。御了承ください。

～ お知らせ
２月の振り替えは、２月２８日（月）になります。月末は残高
不足とならないよう、入金確認をお願いします。

１・２・３年生（１食￥２８０）・・・・￥５，３２０

４・５年生（１食￥３３０）・・・・￥６，２７０

食のことわざ
膳部そろうて箸を取れ

食事はすべての料理がそろってから、はしを取れという
ことから、物事は準備万端ととのってからはじめよという
意味。「膳部」とは膳にのせる料理で「全部」にかけ合わせ



令和３年度 3 月 よていこんだてひょう

習志野市立秋津小学校

ぶたにく あかみそ にんにく しょうが こめ きょうかまい
しろみそ こんぶ ねぎ いちご サラダゆ さとう
ぎゅうにゅう とうふ ほうれんそう もやし しろすりごま ねりごま

にんじん たけのこ じゃがいも
ぎゅうにゅう とうふ しょうが ねぎ サラダゆ さとう
ぶたにく むきえび にんじん はくさい でんぷん はるさめ
ボンレスハム くらげ チンゲンツァイ たけのこ しろごま さつまいも
スキムミルク しいたけ もやし なたねあぶら さんおんとう
あぶらあげ やさしい にんじん しいたけ こめ きょうかまい
ぎゅうにゅう ぶり れんこん さやえんどう さとう プディング
かつおぶし とうふ ほうれんそう キャベツ
かまぼこ とうにゅう えのきたけ こまつな
ボンレスハム ツナ キャベツ きゅうり パン マヨネーズ　
チーズ たまご たまねぎ にんじん バタ― サラダゆ
ぎゅうにゅう いか ほんしめじ マッシュルーム さとう じゃがいも
むきえび わかめ さやえんどう マカロニ
ツナ あおのり こまつな ほうれんそう こめ きょうかまい
ぎゅうにゅう なまあげ にんじん もやし しろごま サラダゆ
ぶたにく たまご たまねぎ えのきたけ さとう じゃがいも
しろみそ あかみそ
ぎゅうにゅう チーズ トマト たまねぎ パン なたねあぶら
ベーコン ほたてがい パセリ ほんしめじ サラダゆ さとう

にんじん こまつな マカロニ でんぷん
はくさい ホールコーン しらたまもち

ぎゅうにゅう とうふ にんじん しいたけ こめ きょうかまい
たまご わかめ ほうれんそう ホールコーン さとう サラダゆ
あぶらあげ あかみそ きゅうり もやし しろごま さといも
しろみそ ヨーグルト ほんしめじ ごぼう
ぎゅうにゅう とりにく にんにく しょうが こめ きょうかまい
なっとう かつおぶし はくさい ほうれんそう でんでん じょうしんこ
あぶらあげ しろみそ にんじん こまつな なたねあぶら しろごま
あかみそ だいず だいこん ねぎ じゃがいも
ぶたにく ぎゅうにゅう キムチ しいたけ こめ きょうかまい
しゅうまい たまごやき にんじん ねぎ はるさめ さとう
ロースハム かつおぶし グリンピース にんにく しろごま バタ―
ポークハム ほたてがい きゅうり ちりめん じゃがいも サラダゆ
ぎゅうにゅう とうふ たまねぎ ねぎ こめ きょうかまい
ぶたにく あかみそ にんじん しいたけ おおむぎ サラダゆ
ロースハム たまごやき にら にんにく でんぷん さんおんとう

しょうが きゅうり さとう なたねあぶら
ささげ ぎゅうにゅう ねぎ にんじん こめ もち米
とりにく たまご キャベツ きゅうり くろいりごま パンこ
こおりとうふ あかみそ えのきたけ こまつな さとう しろごま
のり なると サラダゆ しらたまもち
ぎゅうにゅう とりにく にんにく レモンじる パン ﾏｰｼｬﾙﾋﾞｰﾝｽﾞ

ヨ―グルト ツナ にんじん きゅうり じゃがいも サラダゆ
チーズ ベーコン キャベツ たまねぎ さとう

ほんしめじ えのきたけ
ぎゅうにゅう さば しょうが はくさい こめ きょうかまい
あかみそ かつおぶし ほうれんそう にんじん さとう さといも
とうふ あぶらあげ だいこん ねぎ
とりにく ごぼう
ぎゅうにゅう ぶたにく にんじん しょうが こめ きょうかまい
ししゃも たまねぎ グリンピ―ス じゃがいも サラダゆ

はくさい キャベツ さんおんとう しろすりごま
きよみ

わかめ ぎゅうにゅう こまつな ホールコーン こめ きょうかまい
ぎょうざ もずく もやし にんじん しろごま なたねあぶら
とりにく とうふ さやえんどう しいたけ しろすりごま でんぷん

たけのこ しょうが

647Kcal （20.9g）
(26.5ｇ) 29.1%
16.4% 2.62g

650Kcal 20～30%
13～20％ 2g未満

15.0

25.8 1.66

28.8

(水)
わかめごはん　ぎゅうにゅう　あげぎょうざ
もやしとコーンのごまあえ　もずくスープ　いちご

655 22.4

23.1 3.81

＜今月の給食目標＞　

22 (火)
ごはん　ぎゅうにゅう　ごまじゃが　やきししゃも
ゆかりあえ　きよみオレンジ

23

18 (金)
ごはん　ぎゅうにゅう　さばのみそに
おかかあえ　けんちんじる

【6年生のリクエストメニューより】
ごはん　ぎゅうにゅう　とりにくのからあげ
なっとうあえ　いなかじる　いちご

14

(木)

15

10

11

627

21.8

【卒業おめでとう献立】
せきはん　ぎゅうにゅう　まつかぜやき
のりサラダ　すましじる　おいわいゼリー
しょくパン　マーシャルビーンズ
ぎゅうにゅう　タンドリーチキン
マセドアンポテトサラダ　やさいスープ

17

612

654

29.2

(金)
キムチチャーハン　ぎゅうにゅう　しゅうまい
バンサンスー　はくさいのちゅうかスープ
やきじゃがバターのじゃこいためがけ

668

むぎごはん　ぎゅうにゅう　マーボーどうふ
ちゅうかサラダ　だいがくかぼちゃ

604

23.5
(月)

643

20.0

ごはん　ぎゅうにゅう　ぎせいどうふ
こんにゃくサラダ　ぐだくさんみそしる　ヨーグルト

610

25.3

(火)
656

25.5

671

31.2

(金)

(木)

(火)
【6年生のリクエストメニューより】
ココアあげパン　ぎゅうにゅう　ABCｽｰﾌﾟ
トマトのカッテージチーズサラダ　フルーツポンチ

1 (火)

(水)

(水)

4

7

2

3

8

9

ごはん　ぎゅうにゅう　とうふとエビのうまに
はるさめサラダ　ミルクいもぼう

(木)
【ひな祭り献立】
ごもくちらしずし　ぎゅうにゅう　さかなのてりやき
おひたし　すましじる　プリンアラモード

(月)
ツナのふりかけごはん　ぎゅうにゅう　みそしる
あつあげとあおなのチャンプル　ナムル

ごはん　ぎゅうにゅう　ぶたにくのくわやき
ごまあえ　はるやさいのとんじる　いちご

657

663

28.2

644

26.4

チーズフレンチトースト　ぎゅうにゅう
シーフードサラダ　とうにゅうパスタスープ

28.0

687

30.1

654

31.3

23.4

2.32

15.1

1.60

23.1

ｶﾛﾘｰ
(kcal)
ﾀﾝﾊﾟｸ(g)

こ　　ん　　だ　　て　　め　　い日　付
からだをつくるもとになる からだのちょうしをととのえる

脂質（ｇ）
塩分相当
量（ｇ）

26.6

3.30

24.9

2.51

16.9

お　　も　　な　　ざ　　い　　り　　ょ　　う

ねつやちからになる

基準値

平均栄養価

3.78

17.7

1.96

18.0

2.50

16.0

2.81

1年間の反省をしょう

26.5

3.06

25.5

2.57

2.16

22.6

1.77

21.2

3.55

※献立は都合により変更となる場合があり
ます。御了承ください。

～ お知らせ
３月の振り替えは、３月３１日（木）になります。3月は精算月

のためいつもと金額が違います。金額は後日お知らせいたし

ます。月末は残高不足とならないよう、入金確認をお願いしま


