
　　　　　　　　　　　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

3 月
小きんときまめパン　ぎゅうにゅう　あんか
け焼きそば　だいずとこざかなのまるごと
あげ　フルーツポンチ

わがし　パン　ちゅうか
めん　あぶら　でんぷ
ん　ごま　さとう

ぎゅうにゅう　ぶたにく　い
か　えび　だいず　かたく
ちいわし

にんじん　ピーマン　たまねぎ　はくさ
い　ほししいたけ　みかん(缶)　ﾊﾟｲﾝｱｯ
ﾌﾟﾙ（缶）　もも　レモン

4 火
ごはん　ぎゅうにゅう　ししゃもフライ　ひじ
きのいりに　オクラのみそしる

ごはん　パンこ　こむぎ
こ　あぶら　こんにゃく
さとう　じゃがいも　ふ

ぎゅうにゅう　ししゃも　ホ
キ　ひじき　だいず　あぶ
らあげ　てんぷら　とうふ
かたくちいわし

にんじん　オクラ

5 水
ナン　ぎゅうにゅう　スパイスカレー　えだま
めとコーンのソテー

ナン　あぶら　バター
ぎゅうにゅう　とりにく
ベーコン

たまねぎ　トマト（缶）　にんじん　とうも
ろこし　えだまめ　もやし

6 木
ごはん　ぎゅうにゅう　さばのてりやき　きり
ぼしだいこんのピリからいため　こまつなの
みそしる

ごはん　さとう　こん
にゃく　あぶら　じゃが
いも

ぎゅうにゅう　さば　あぶら
あげ　とうふ　かたくちい
わし

きりぼしだいこん　にんじん　ほししい
たけ　にんにく　こまつな　ねぎ

7 金
ごはん　ぎゅうにゅう　ハンバーグのトマト
ソースかけ　たなばたうーめんじる

ごはん　さとう　うーめ
ん　ふ

ぎゅうにゅう　ぶたにく　と
りにく　あぶらあげ

にんじん　なす　ねぎ　ほししいたけ

10 月
小こめこパン　ぎゅうにゅう　スパゲティシ
チリアーノ　カシューナッツとひよこまめの
あげに　れいとうみかん

パン　こめこ　スパゲッ
ティ　あぶら　ｶｼｭｰﾅｯﾂ
ごま　さとう

ぎゅうにゅう　ぶたにく
チーズ　ひよこまめ　かた
くちいわし

なす　にんじん　パセリ　たまねぎ　に
んにく　しょうが　トマト（缶）　みかん

11 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

12 水
ツイストパン　ぎゅうにゅう　ささかまぼこの
カレーあげ　ラタトウイユ　たまごとレタスの
スープ

パン　でんぷん　あぶ
ら　じゃがいも

ぎゅうにゅう　ささかまぼこ
かまぼこ　ベーコン　たま
ご　とりにく

なす　ズッキーニ　あかピーマン　き
ピーマン　たまねぎ　トマト（缶）　レタス
にんじん　とうもろこし

13 木
ごはん　ぎゅうにゅう　魚のみそ煮　けんち
んじる　あじつけのり

ごはん　さとう　でんぷ
ん　じゃがいも　あぶら

ぎゅうにゅう　さば　とうふ
のり

しょうが　にんじん　だいこん　ごぼう
ねぎ

14 金
ごはん　ぎゅうにゅう　ゴーヤチャンプルー
もずくのみそ汁　パインアップル（かんづ
め）

ごはん　あぶら
ぎゅうにゅう　ぶたにく　と
うふ　たまご　もずく　あぶ
らあげ　かたくちいわし

にがうり　えのきたけ　ねぎ　ﾊﾟｲﾝｱｯﾌﾟ
ﾙ（缶）

18 火
しょくパン　ぎゅうにゅう　だいずのチリコン
カーン　ふわふわたまごスープ　ミニトマト
スライスチーズ

パン　あぶら　パンこ
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　さやいんげん　とうもろこし
にんじん　パセリ　ミニトマト

19 水
むぎごはん　ぎゅうにゅう　なつやさいカ
レー　むしとうもろこし　すいか

ごはん　おおむぎ　じゃ
がいも　あぶら

ぎゅうにゅう　ぶたにく　レ
ンズまめ　チーズ

にんじん　かぼちゃ　ブロッコリー　トマ
ト　たまねぎ　なす　にんにく　とうもろ
こし　すいか

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

7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
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