
平成28年度

おもにエネルギーのもとになる おもにからだをつくるもとになる おもにからだのちょうしをととのえるもとになる

きのグループ あかのグループ みどりのグループ

1 水
小きんときまめパン　みそうどん
やきぎょうざ　フルーツポンチ

あまなっとう　パン
うどん　あぶら
こむぎこ　さとう

ぎゅうにゅう　ぶたにく
あぶらあげ　とりにく

にんじん　ごぼう　だいこん　ねぎ
ほししいたけ　キャベツ　にら
にんにく　しょうが　みかん(缶)
ﾊﾟｲﾝｱｯﾌﾟﾙ（缶）　もも（缶）　レモン

641 23.8

2 木
ごはん　こいわしフライ
れんこんのきんぴら　ごじる

ごはん　パンこ
こむぎこ　あぶら
ごま　さとう
じゃがいも

ぎゅうにゅう　いわし
だいず　あぶらあげ

れんこん　にんじん　さやいんげん
だいこん　ねぎ

654 22.0

3 金
ごはん　マーボーとうふ
もやしのちゅうかあえ　いりだいず

ごはん　あぶら　さとう
でんぷん　ごま

ぎゅうにゅう　とうふ
ぶたにく　だいず

にんじん　ねぎ　たけのこ
ほししいたけ　もやし

701 31.6

6 月
コッペパン　ﾎﾞｲﾙﾄﾞｳｲﾝﾅｰｿｰｾｰｼﾞ
ＡＢＣスープ　キャラメルポテト

パン　マカロニ
じゃがいも　さつまいも
あぶら　バター
さとう　アーモンド

ぎゅうにゅう　ベーコン
ｳｲﾝﾅｰｿｰｾｰｼﾞ

にんじん　キャベツ　パセリ 729 23.5

7 火
ごはん　あじつけのり
にくどうふ　さつまいものみそしる

ごはん　さつまいも
あぶら　さとう

ぎゅうにゅう　ぶたにく
とうふ　のり

にんじん　ねぎ　はくさい
えのきたけ　しめじ
にんにく　しょうが

593 26.0

8 水
しょくパン　はちみつ　　ポークビーンズ
ふわふわたまごスープ　　いよかん

パン　あぶら　パンこ
はちみつ

ぎゅうにゅう　ぶたにく
だいず　ベーコン　チーズ
たまご

たまねぎ　にんじん　とうもろこし
パセリ　いよかん

649 28.4

9 木
ごはん　さばのトウバンジャンやき
ゆきなのおひたし　いなかじる

ごはん　さとう　あぶら
ごま　ふ　さといも

ぎゅうにゅう　さば
あぶらあげ

しょうが　にんにく　ゆきな　キャベツ
にんじん　だいこん　ねぎ

591 23.8

10 金
チキンカレー（むぎごはん）
アメリカンサラダ

ごはん　おおむぎ
じゃがいも　バター
あぶら　さとう
ポテトチップス

ぎゅうにゅう　とりにく
チーズ

にんじん　たまねぎ　グリンピース
トマト（缶）　ブロッコリー　キャベツ
きゅうり　とうもろこし

654 20.4

13 月
小チョコチップパン　ハートのコロッケ
ｲﾝﾃﾞｨｱﾝｽﾊﾟｹッﾞﾃｨ
やさいとたまごのスープ

チョコレート　パン
じゃがいも　さとう
パンこ　こむぎこ
でんぷん　あぶら
スパゲッティ

ぎゅうにゅう　とりにく
ベーコン　たまご

たまねぎ　にんじん　ピーマン
マッシュルーム　にんにく
チンゲンサイ

668 22.3

14 火
ごはん　さけのしおやき　ごもくまめ
こまつなのみそしる

ごはん　あぶら　さとう
じゃがいも

ぎゅうにゅう　さけ　だいず
ちくわ　こんぶ　とうふ
あぶらあげ

にんじん　ごぼう　たけのこ
ほししいたけ　こまつな　えのきたけ

573 26.2

15 水
コッペパン　ブルーベリージャム
マカロニのクリームに　ひじきのサラダ

パン　マカロニ
じゃがいも　あぶら
さとう　ジャム

ぎゅうにゅう　とりにく
チーズ　クリーム　ひじき

にんじん　たまねぎ　とうもろこし
マッシュルーム　グリンピース
キャベツ　きゅうり　レモン

632 24.3

16 木
ごはん　いかてんぷらのチリソースかけ
タンタンはるさめスープ

ごはん　こむぎこ
でんぷん　あぶら
さとう　はるさめ　ごま

ぎゅうにゅう　いか　たまご
ぶたにく

ねぎ　にんじん　にら　もやし
たまねぎ

622 20.7

17 金
ごはん　さわらのみそやき
すきこんぶのにもの　ひきなのみそしる

ごはん　ごま　あぶら
さとう　じゃがいも

ぎゅうにゅう　さわら
こんぶ　あぶらあげ

にんじん　だいこん 582 24.2

20 月
コッペパン　いちごジャム
ミートボールのトマトに　だいこんサラダ

パン　パンこ　でんぷん
じゃがいも　あぶら
さとう　ジャム

ぎゅうにゅう　ぶたにく
とりにく

たまねぎ　にんじん　セロリー
マッシュルーム　トマト（缶）
だいこん　とうもろこし　きゅうり
レモン

582 19.5

21 火 ごはん　チャプチェ　キムチスープ
ごはん　はるさめ　ごま
あぶら

ぎゅうにゅう　ぶたにく
とうふ

たまねぎ　にんじん　にら
ほししいたけ　はくさい

620 24.9

22 水
コッペパン　りんごジャム
えびとﾌﾞﾛｯｺﾘｰのｸﾘｰﾑに
ささかまのチーズやき

パン　じゃがいも　バター
こめこ　ジャム

ぎゅうにゅう　ベーコン
えび　チーズ　ささかまぼこ

ブロッコリー　にんじん　たまねぎ
はくさい

612 30.2

23 木
ごはん　ししゃもフライ　ごまあえ
わかめしる

ごはん　パンこ　こむぎこ
あぶら　ごま　さとう
じゃがいも

ぎゅうにゅう　ししゃも
わかめ　とうふ

ゆきな　にんじん　もやし　ねぎ 592 21.3

24 金
ごはん　ぶたにくのトマトしょうがやき
ちゅうかふうたまごスープ　デコポン

ごはん　あぶら　さとう
ごま　でんぷん

ぎゅうにゅう　ぶたにく
わかめ　たまご　とうふ

たまねぎ　トマト（缶）　にんじん
ねぎ　チンゲンサイ　デコポン

588 24.6

27 月
小こめこパン　どさんこラーメン
だいずとこざかなのまるごとあげ　はるか

パン　こめこ
ちゅうかめん　あぶら
ごま　バター　でんぷん
さとう

ぎゅうにゅう　ぶたにく
わかめ　だいず　にぼし

しなちく　にんじん　にら　たまねぎ
もやし　とうもろこし　はるか

672 30.0

28 火 ごはん　ドライカレ－　ワンタンスープ
ごはん　あぶら　さとう
こむぎこ

ぎゅうにゅう　ぶたにく
レンズまめ

にんじん　ピーマン　たまねぎ
チンゲンサイ　もやし　しなちく
ねぎ　しょうが　ほししいたけ

580 24.1

　　　※はしは、毎日忘れずに持ってきましょう。　※　　　印は、スプーンもあったほうが食べやすい献立です。　※献立内容は変更することがあります。
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仙台市立向山小学校

日
曜
日 こ ん だ て め い

お　も　な　し　ょ　く　ひ　ん　と　は　た　ら　き 3・4ねんのえいようか

～今月の給食目標～

○楽しく和やかに会食をしよう

○楽しい会食のマナーを身につけよう

～お知らせ～

７日・１４日 ５の１ ９日・１６日 ５の２

調理実習のため 給食はありません

本校３・４年生の１回あたりの

学校給食摂取基準

・エネルギー 668kcal
・たんぱく質 26.7g



　　　　　　　　　　　年　　　組

児童氏名　　　　　　　　　　　　　　　　さん

おもにエネルギーのもとになる おもにからだをつくるもとになる おもにからだのちょうしをととのえるもとになる

きのグループ あかのグループ みどりのグループ

1 水
小きんときまめパン　ぎゅうにゅう　みそう
どん　焼きぎょうざ　フルーツポンチ

わがし　パン　うどん
あぶら　こむぎこ　さと
う

ぎゅうにゅう　ぶたにく　あ
ぶらあげ　さばぶし　とり
にく

にんじん　ごぼう　だいこん　ねぎ　ほ
ししいたけ　キャベツ　にら　にんにく
しょうが　みかん(缶)　ﾊﾟｲﾝｱｯﾌﾟﾙ（缶）
もも　レモン

2 木
ごはん　ぎゅうにゅう　こいわしフライ　れん
こんのきんぴら　ごじる

ごはん　パンこ　こむぎ
こ　あぶら　ごま　さとう
じゃがいも

ぎゅうにゅう　いわし　だい
ず　あぶらあげ　かたくち
いわし

れんこん　にんじん　さやいんげん　だ
いこん　ねぎ

3 金
ごはん　ぎゅうにゅう　マーボーとうふ　もや
しの中華あえ　いりだいず

ごはん　あぶら　さとう
でんぷん　ごま

ぎゅうにゅう　とうふ　ぶた
にく　だいず

にんじん　ねぎ　たけのこ　ほししいた
け　もやし

6 月
ソフトパン　ぎゅうにゅう　にくだんごスープ
キャラメルポテト

パン　パンこ　でんぷん
はるさめ　あぶら　さつ
まいも　バター　さとう
アーモンド

ぎゅうにゅう　ぶたにく　と
り肉

たまねぎ　にんじん　チンゲンサイ　は
くさい　ねぎ　ほししいたけ

7 火
ごはん　ぎゅうにゅう　なめこしる　ちくぜん
に　あじつけのり

ごはん　じゃがいも　あ
ぶら　さとう

ぎゅうにゅう　とうふ　かた
くちいわし　とりにく　なま
あげ　のり

なめこ　だいこん　ねぎ　にんじん　さ
やいんげん　ごぼう　れんこん　ほしし
いたけ

8 水
しょくパン　ぎゅうにゅう　ポークビーンズ
ふわふわたまごスープ　はちみつ　いよか
ん

パン　あぶら　パンこ
はちみつ

ぎゅうにゅう　ぶたにく　だ
いず　ベーコン　チーズ
たまご

たまねぎ　にんじん　とうもろこし　パセ
リ　いよかん

9 木
ごはん　ぎゅうにゅう　さばのトウバンジャ
ンやき　ゆきなのおひたし　いなかじる

ごはん　さとう　あぶら
ごま　ふ　さといも

ぎゅうにゅう　さば　あぶら
あげ

しょうが　にんにく　ゆきな　キャベツ
にんじん　だいこん　ねぎ

10 金
むぎごはん　ぎゅうにゅう　チキンカレー
アメリカンサラダ

ごはん　おおむぎ　じゃ
がいも　バター　あぶら
さとう　スナック

ぎゅうにゅう　とりにく
ヨーグルト　チーズ

にんじん　たまねぎ　グリンピース　ト
マト（缶）　ブロッコリー　キャベツ　きゅ
うり　とうもろこし

13 月
小チョコレートパン　ぎゅうにゅう　ハートの
コロッケ　ｲﾝﾃﾞｨｱﾝｽﾊﾟｹッﾞﾃｨ　やさいとたま
ごのスープ

チョコレート　パン　じゃ
がいも　さとう　パンこ
こむぎこ　でんぷん　あ
ぶら　スパゲッティ

ぎゅうにゅう　とりにく
ベーコン　たまご

たまねぎ　にんじん　ピーマン　マッ
シュルーム　にんにく　チンゲンサイ

14 火
ごはん　ぎゅうにゅう　さかなのしおやき
はりはり漬け　こまつなのみそしる

ごはん　あぶら　ごま
さとう　じゃがいも

ぎゅうにゅう　さけ　こんぶ
とうふ　あぶらあげ　かた
くちいわし

きりぼしだいこん　にんじん　こまつな
えのきたけ

15 水
コッペパン　ぎゅうにゅう　マカロニのクリー
ムに　ひじきのサラダ　ブルーベリージャム

パン　マカロニ　じゃが
いも　あぶら　さとう
ジャム

ぎゅうにゅう　とりにく
チーズ　クリーム　ひじき

にんじん　たまねぎ　とうもろこし　マッ
シュルーム　グリンピース　キャベツ
きゅうり　レモン

16 木
ごはん　ぎゅうにゅう　いかてんぷらのチリ
ソースかけ　タンタンはるさめスープ

ごはん　こむぎこ　でん
ぷん　あぶら　さとう
はるさめ　ごま

ぎゅうにゅう　いか　たま
ご　ぶたにく

ねぶかねぎ　にんじん　にら　もやし
たまねぎ

17 金
ごはん　ぎゅうにゅう　さわらのみそやき
すきこんぶの煮物　ひきなのみそしる

ごはん　ごま　あぶら
さとう　じゃがいも

ぎゅうにゅう　さわら　こん
ぶ　あぶらあげ　かたくち
いわし

にんじん　だいこん

20 月
コッペパン　ぎゅうにゅう　ミートボールのト
マトに　だいこんサラダ　いちごジャム

パン　パンこ　でんぷん
じゃがいも　あぶら　さ
とう　ジャム

ぎゅうにゅう　ぶたにく　と
り肉

たまねぎ　にんじん　セロリー　マッ
シュルーム　トマト（缶）　だいこん　とう
もろこし　きゅうり　レモン

21 火
ごはん　ぎゅうにゅう　チャプチェ　キムチ
スープ

ごはん　はるさめ　ごま
あぶら

ぎゅうにゅう　ぶたにく　と
うふ

たまねぎ　にんじん　にら　ほししいた
け　はくさい

22 水
コッペパン　ぎゅうにゅう　えびとﾌﾞﾛｯｺﾘｰの
ｸﾘｰﾑに　ささかまのチーズやき　りんご
ジャム

パン　じゃがいも　バ
ター　こめこ　ジャム

ぎゅうにゅう　ベーコン　え
び　チーズ　ささかまぼこ
かまぼこ

ブロッコリー　にんじん　たまねぎ　はく
さい

23 木
ごはん　ぎゅうにゅう　ししゃもフライ　ごま
あえ　わかめしる

ごはん　パンこ　こむぎ
こ　あぶら　ごま　さとう
じゃがいも

ぎゅうにゅう　ししゃも　ホ
キ　わかめ　とうふ　かた
くちいわし

ゆきな　にんじん　もやし　ねぎ

24 金
ごはん　ぎゅうにゅう　えびといかのチリ
ソース　ちゅうかふうたまごスープ　デコポ
ン

ごはん　あぶら　さとう
でんぷん　ごま

ぎゅうにゅう　えび　いか
わかめ　たまご　とうふ

ねぎ　にんにく　しょうが　にんじん　チ
ンゲンサイ　タンゴール

27 月
小こめこパン　ぎゅうにゅう　どさんこラーメ
ン　だいずとこざかなのまるごとあげ　はる
か

パン　こめこ　ちゅうか
めん　あぶら　ごま　バ
ター　でんぷん　さとう

ぎゅうにゅう　ぶたにく　わ
かめ　だいず　かたくちい
わし

しなちく　にんじん　にら　たまねぎ　も
やし　とうもろこし　ひゅうがなつ

28 火
ごはん　ぎゅうにゅう　ドライカレ－　ワン
タンスープ

ごはん　あぶら　さとう
こむぎこ

ぎゅうにゅう　ぶたにく　レ
ンズまめ

にんじん　ピーマン　たまねぎ　チンゲ
ンサイ　もやし　しなちく　ねぎ　しょうが
ほししいたけ

仙台市立　　学校長　様 平成　　年　　月　　日

　　　　　　○月の食物アレルギーの献立については、上記確認書のとおりとすることについて
　　　　　　承諾いたします。

年　　組　保護者名 印

2月 献立確認書
仙台市立向山小学校

日
曜
日 こ ん だ て め い

お　も　な　し　ょ　く　ひ　ん　と　は　た　ら　き

家庭から


