
平成３０年度 

 

仙台市立大倉小学校 

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 

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 
ｴﾈﾙｷﾞ

ｰ

(kcal) 

たん

ぱく 

しつ 

(g) 
きのグループ あかのグループ みどりのグループ 

1  金 

 

ちらしずし ぎゅうにゅう 

うめふうみづけ なめこじる 

いよかん ひなあられ 

 

ごはん さとう 

でんぷん あぶら 

ひなあられ 

こんぶ たまご のり 

ぎゅうにゅう とうふ 

にんじん ほししいたけ れんこん 

さやいんげん なめこ しそ 

キャベツ きゅうり うめ いよかん 

621 20.1  

4  月 

ごはん ぎゅうにゅう 

とうふコロッケ（みそソース） わふうサラダ 

コンソメスープ 
 

ごはん パンこ ごま 

あぶら さとう 

でんぷん 

ぎゅうにゅう とうふ 

まぐろあぶらづけ 

たまご わかめ 

ベーコン 

ねぎ にんじん だいこん もやし 

とうもろこし セロリー たまねぎ 
682 23.9  

5  火 

ごはん ぎゅうにゅう 

さわらのさいきょうやき 

ごもくきんぴら すましじる 
 

ごはん ごま あぶら 

さとう 

ぎゅうにゅう さわら 

とりにく とうふ こんぶ 

ごぼう にんじん たけのこ みつば 

ほししいたけ 
574 27.6  

6  水 

ごはん ぎゅうにゅう 

ぶたにくとはるさめのいためもの 

むししゅうまい もやしのピリからづけ 
 

ごはん はるさめ さとう 

あぶら こむぎこ 

でんぷん ごま 

ぎゅうにゅう ぶたにく 

たまご とりにく 

にら チンゲンサイ もやし たまねぎ 

しょうが にんにく 
698 23.5  

7  木 

 

みそラ－メン ぎゅうにゅう 

だいずとこざかなのまるごとあげ 

だいこんサラダ 

 

ちゅうかめん さとう 

あぶら でんぷん ごま 

ぶたにく ぎゅうにゅう 

だいず かたくちいわし 

めんま にんじん にら たまねぎ 

もやし にんにく だいこん きゅうり 
617 32.0  

8  金 

 

ハヤシライス（むぎごはん） ぎゅうにゅう 

アメリカンサラダ てづくりパンケーキ 

 

ごはん おしむぎ 

マーガリン あぶら 

ポテトチップス 

ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ 

ぎゅうにゅう ぶたにく 

チーズ たまご 

にんにく たまねぎ にんじん 

キャベツ きゅうり 
699 22.3  

11  月 
ごはん ぎゅうにゅう さばのうめしょうゆに 

いりうのはな みそしる  

ごはん さとう 

でんぷん あぶら 

ぎゅうにゅう さば 

おから ぶたにく 

あぶらあげ 

うめぼし にんじん ごぼう ねぎ 

ほししいたけ だいこん こまつな 
663 29.3  

12  火 

 

カツカレー（むぎごはん） ぎゅうにゅう 

グリーンサラダ オレンジ 

 

ごはん おしむぎ 

パンこ あぶら 

じゃがいも マーガリン 

さとう 

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 

にんにく キャベツ きゅうり 

ブロッコリー オレンジ 

634 21.6  

13  水 
マーボーやきそば ぎゅうにゅう 

きりぼしだいこんのちゅうかあえ バナナ  

ちゅうかめん 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 

たけのこ にんじん ねぎ 

ほししいたけ しょうが にんにく 

きりぼしだいこん もやし 

ほうれんそう バナナ 

590 27.0  

14  木  

15 金 

18 月 ６年生 ４校時限 ／ １～５年生 ５校時限 

19 火 卒業式 給食・弁当なし 

20 水 ４校時限 給食・弁当なし 

21 木 春分の日 

22 金 修了式 給食・弁当なし 

※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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ６２４ kcal 

たんぱく質 ２３．４ g 

＊新年度の給食は、４月１０日（水）から始まります。 


