
平成 29 年度 

                  ３月分よていこんだてひょう  

 
 

 

白衣の持ち帰りについて 
給食が終了し，給食当番の児童が白衣を持ち帰ります。洗濯をし， 

アイロンをかけ，23 日の修了式（6 年生は 16 日 
卒業式）までに持たせるようお願いします。また， 
ボタンがとれそうになっていたり，ほころんでい 
たりなどしましたら，お手数ですが修繕をお願い 
します。 

 

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 木 
ごはん ぎゅうにゅう みそまめ だいがくいも  

なめことたまごのスープ 
 

ごはん さとう あぶら ごま 

さつまいも でんぷん 

ぎゅうにゅう だいず とりにく  

たまご とうふ 

しょうが なめこ チンゲンサイ  

にんじん たけのこ 
642 22.2  

２ 金 
ごはん ぎゅうにゅう さばのみそに  

のっぺいじる はるか ひなあられ 
 

ごはん さとう さといも  

でんぷん ひなあられ 
ぎゅうにゅう さば なまあげ  

しょうが にんじん だいこん ねぎ  

ほししいたけ はるか 
622 24.7  

５ 月 
しょくパン チョコレートクリーム ぎゅうにゅう  

とりにくのマーマレードに ポテトスープ きよみ 
 

パン ジャム じゃがいも  

チョコレートクリーム 
ぎゅうにゅう とりにく ベーコン 

にんじん パセリ キャベツ たまねぎ  

きよみ 
647 23.8  

６ 火 
ごはん ぎゅうにゅう ぶりのしおこうじやき  

ひじきのいりに まめふとたまねぎのみそしる 
 

ごはん こうじ あぶら  

さとう ごま じゃがいも ふ 

ぎゅうにゅう ぶり ひじき  

あぶらあげ さつまあげ だいず 

にぼし 

にんじん えだまめ だいこん たまねぎ 

えのきたけ ねぎ 
621 26.0  

７ 水 

こめこフォカッチャ ぎゅうにゅう  

ごぼうのスパゲッティ  

きびなごのからあげ コンソメスープ  

 
パン こめこ スパゲッティ 

あぶら こむぎこ 

ぎゅうにゅう ベーコン  

ｳｲﾝﾅｰｿｰｾｰｼﾞ きびなご 

ごぼう にんじん ねぎ にんにく  

とうもろこし パセリ たまねぎ  

キャベツ 

605 24.6  

８ 木 
むぎごはん ぎゅうにゅう ポークカレー  

フルーツヨーグルトあえ 
 

ごはん おおむぎ じゃがいも 

バター 

ぎゅうにゅう ぶたにく チーズ  

ヨーグルト 

にんじん たまねぎ グリンピース  

しょうが にんにく もも ﾊﾟｲﾝｱｯﾌﾟﾙ  

りんご 

650 19.6  

９ 金 
ごはん ぎゅうにゅう ほっけのしおやき  

じゃがいものそぼろに りんご 
 

ごはん じゃがいも あぶら  

さとう でんぷん 
ぎゅうにゅう ほっけ ぶたにく たまねぎ にんじん えだまめ りんご 611 26.4  

１２ 月 
コッペパン ぎゅうにゅう だいずのチリコンカン  

ﾍﾞｰｺﾝとはくさいのｸﾘｰﾑに はるか 
 パン あぶら じゃがいも 

ぎゅうにゅう ぶたにく だいず 

ベーコン チーズ クリーム 

たまねぎ さやいんげん とうもろこし 

にんにく はくさい にんじん  

ブロッコリー きよみ 

617 25.6  

１３ 火 

ごはん ぎゅうにゅう  

ささかまぼこのいそべあげ  

もやしのサラダ ごじる 

 

ごはん こむぎこ あぶら  

じゃがいも ごま ごまあぶら  

 さとう 

ぎゅうにゅう ささかまぼこ  

あおのり とりにく とうふ  

だいず にぼし 

だいこん にんじん ごぼう ねぎ  

もやし にんにく 
603 24.5  

１４ 水 

キムチチャーハン ぎゅうにゅう  

はるまき わかめいりたまごスープ  

そつぎょうデザート 

 アルファかまい あぶら 

ごまあぶら こむぎこ 

でんぷん もち 

やきぶた ぎゅうにゅう とりにく 

ぶたにく たまご わかめ とうふ 

アイスクリーム 

はくさい にんじん ねぎ こねぎ  

にんにく たまねぎ たけのこ キャベツ 
627 21.1  

１９ 月 

パンプキンパン ぎゅうにゅう みそラ－メン  

だいずとこざかなのあげに でこぽん 

＜2 年 1 組，5年，なのたん最終日＞ 

 

パン ちゅうかめん さとう  

ごまあぶら でんぷん あぶら 

ごま 

ぎゅうにゅう ぶたにく だいず 

にぼし 

かぼちゃ めんま にんじん にら  

たまねぎ ねぎ もやし にんにく  

でこぽん 

598 27.0  

20 
火 

わかめごはん ぎゅうにゅう  

とうふハンバーグてりやきソース  

はるさめスープ いちご 

＜1 年，2 年 2 組，3,4 年最終日＞ 

 
ごはん でんぷん さとう  

はるさめ ごまあぶら 

わかめ ぎゅうにゅう とうふ  

とりにく すけそうだら ぶたにく 

たまねぎ ねぎ にんじん チンゲンサイ 

たけのこ はくさい ほししいたけ 

いちご 

554 22.4   

 

 

 

本校 3，4 年の 1 回あたりの 

学校給食摂取基準 

エネルギー  630kcal 

たんぱくしつ  23.6g 

 
仙台市立鶴谷小学校 

 元気のもとは『早ね・早おき・朝ごはん』です！ 

 3 月 20 日が給食最終日です。進級して新しい学年で給食が始まる

のは 4 月 12 日になります。 

春休み中も一日三食バランス良く食べ，『早ね・早おき・朝ごはん』で

元気に過ごしましょう。 

3 月の給食目標 

 給食の反省をしよう 

＊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方がよいこんだてです。     

＊献立内容は変更することがあります。 

 
 

卒業おめでとう！ 

6 年生のみなさんは 

鶴小最後の給食です 

1，2年生給食なし 



 
 
  


