
平成 29 年度 

                  ８．９月分よていこんだてひょう  

 

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 

25 金 
ごはん ぎゅうにゅう とうふハンバーグおろしソース  

みそけんちんじる フルーツゼリー 

 

 

ごはん パンこ さとう さといも 

あぶら ゼリー 
ぎゅうにゅう とうふ とりにく たまねぎ だいこん にんじん ごぼう ねぎ 590 22.2 

28 月 
ごはん ぎゅうにゅう ドライカレ－ フライドポテト  

わかめとうずらたまごのスープ 
 

ごはん あぶら さとう じゃがいも 

ごま 

ぎゅうにゅう ぶたにく レンズまめ 

うずらたまご とうふ わかめ 

にんじん ピーマン たまねぎ しょうが  

にんにく トマト ねぎ とうもろこし 
668 22.7 

29 火 
ミルクパン ぎゅうにゅう とりにくのマーマレードに 

やさいスープ 
 パン ジャム じゃがいも ぎゅうにゅう とりにく ベーコン にんじん キャベツ たまねぎ パセリ 592 23.7 

30 水 
旬を食べよう～とうもろこし  ごはん ぎゅうにゅう 

ツナそぼろ やきとうもろこし とうふのみそしる 
 ごはん さとう ごま 

ぎゅうにゅう まぐろのあぶらづけ  

わかめ あぶらあげ とうふ にぼし 

だいこん にんじん ねぎ えのきたけ  

とうもろこし 
631 25.1 

31 木 
くろしょくパン ぎゅうにゅう キムチラーメン  

だいずとこざかなのあげに れいとうもも 
 

パン ちゅうかめん でんぷん  

あぶら ごま さとう 

ぎゅうにゅう ぶたにく だいず 

にぼし 
にら にんじん ねぎ はくさい もも 645 26.0 

1  金 
ごはん ぎゅうにゅう マーボーなす  

コーンいりたまごスープ れいとうみかん 
 

ごはん ごまあぶら さとう  

でんぷん 

ぎゅうにゅう ぶたにく ハム  

たまご 

にんじん たまねぎ なす ねぎ しょうが にんにく  

とうもろこし チンゲンサイ たけのこ えのきたけ みかん 
582 22.7 

4  月 
伊達政宗 450 歳のお誕生日献立 ごはん あじつけのり 

ぎゅうにゅう だいずいりにくみそ いものこじる  
 

ごはん あぶら さとう でんぷん 

さといも 

ぎゅうにゅう ぶたにく だいず 

とうふ のり 

にんじん たまねぎ ピーマン ほししいたけ 

だいこん ごぼう ねぎ しめじ 
556 22.6 

5  火 
せわりコッペパン ぎゅうにゅう ペンネのミートソース 

ゆでえだまめ ふわふわたまごスープ  

 パン スパゲッティ あぶら さとう 

パンこ 

ぎゅうにゅう ぶたにく レンズまめ 

ベーコン たまご チーズ 

たまねぎ にんじん にんにく トマト パセリ 

キャベツ とうもろこし えだまめ 
603 26.8 

6 水 
ごはん ぎゅうにゅう ぶたにくととうふのみそいため 

きびなごのレモンソース パインアップル 
 

ごはん ごまあぶら さとう  

でんぷん コーンスターチ あぶら 

ぎゅうにゅう ぶたにく とうふ  

きびなご 

たけのこ にんじん たまねぎ さやいんげん ほししいたけ 

にんにく しょうが ﾊﾟｲﾝｱｯﾌﾟﾙ 
610 27.2 

７  木 
しょくパン はちみつマーガリン ぎゅうにゅう  

にくだんごスープ ジャーマンポテト  
 

パン パンこ でんぷん はるさめ ごまあぶら  

じゃがいも あぶら はちみつ マーガリン 

ぎゅうにゅう ぶたにく とりにく 

ベーコン 

たまねぎ にんじん こまつな はくさい  

ほししいたけ パセリ 
615 19.4 

８  金 
わかめごはん ぎゅうにゅう ささかまぼこのしょうがや

き にくじゃが フルーツカクテル 

 

ごはん じゃがいも あぶら さとう 

ゼリー 

わかめ ぎゅうにゅう ささかまぼこ 

ぶたにく 

しょうが にんじん さやいんげん たまねぎ 

みかん もも ﾊﾟｲﾝｱｯﾌﾟﾙ  
606 21.5 

11 月 
むぎごはん ぎゅうにゅう ポークカレー  

もやしとコーンのソテー れいとうみかん 
 

ごはん おおむぎ じゃがいも  

バター ごまあぶら ごま 

ぎゅうにゅう ぶたにく チーズ  

ベーコン 

にんじん たまねぎ グリンピース しょうが  

にんにく もやし とうもろこし みかん 
652 20.8 

12 火 
コッペパン ぎゅうにゅう ソースやきそば  

ポップビーンズ なめことたまごのスープ 
 

パン ちゅうかめん あぶら  

でんぷん 

ぎゅうにゅう ぶたにく だいず 

あおのり たまご とうふ 

にんじん ピーマン キャベツ たまねぎ もやし  

しょうが なめこ チンゲンサイ たけのこ 
610 29.8 

13 水 
旬を食べよう～とうがん   ごはん ぎゅうにゅう 

ビビンバソテー とうがんのスープ ヨーグルト 

 

ごはん さとう ごまあぶら ごま 

でんぷん はるさめ 
ぎゅうにゅう ぶたにく ヨーグルト 

にんじん にら もやし にんにく しょうが とうがん 

さやえんどう ほししいたけ はくさい 
581 23.5 

14 木 
せわりコッペパン ぼうチーズ ぎゅうにゅう  だいず

のチリコンカン いんげんまめのミルクスープ なし  

 

パン あぶら じゃがいも バター 
ぎゅうにゅう ぶたにく だいず 

いんげんまめ チーズ 

たまねぎ さやいんげん とうもろこし  

にんにく にんじん えだまめ なし 
623 28.3 

15 金 
ごはん ぎゅうにゅう あじのカレーやき  

ひじきのいりに まめふとじゃがいものみそしる 
 

ごはん あぶら さとう ごま  

じゃがいも ふ 

ぎゅうにゅう あじ 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  

ねぎ 
578 26.9 

19 火 
食育の日宮城県の郷土料理～おくずかけ ごはん 

ぎゅうにゅう ホキフライ みそまめ おくずかけ  
 

ごはん パンこ こむぎこ あぶら じゃがいも  

うーめん ふ でんぷん さとう ごま 

ぎゅうにゅう ホキ あぶらあげ  

だいず とりにく 

にんじん さやえんどう なす ごぼう  

ほししいたけ しょうが 
669 26.6 

20 水 
ガーリックトースト ぎゅうにゅう  

ボイルウインナーソーセージ ポテトスープ 

 

パン こめこ あぶら バター  

じゃがいも 
ぎゅうにゅう ｿｰｾｰｼﾞ ベーコン 

パセリ にんにく にんじん キャベツ  

たまねぎ 
613 23.5 

21 木 
ごはん ぎゅうにゅう さばのしおこうじやき  

ごまごぼう わかめのみそしる 

 

ごはん こうじ ごま あぶら  

さとう 

ぎゅうにゅう さば わかめ あぶら

あげ とうふ にぼし 
ごぼう にんじん だいこん ねぎ えのきたけ 608 25.3 

22 金 
ココアパン ぎゅうにゅう カレ－うどん  

チンゲンサイのソテー ぶどう 

 

パン うどん あぶら でんぷん 
ぎゅうにゅう ぶたにく   

ｳｲﾝﾅｰｿｰｾｰｼﾞ 

にんじん たまねぎ ねぎ ほししいたけ  

チンゲンサイ とうもろこし ぶどう 
588 19.1 

25 月 
ごはん ぎゅうにゅう ぶたどんのぐ  

わかめいりたまごスープ オレンジ 
 

ごはん あぶら ごまあぶら  

さとう でんぷん 

ぎゅうにゅう ぶたにく たまご  

わかめ とうふ 

しょうが たまねぎ にんにく とうがらし  

にんじん こねぎ オレンジ 
564 23.5 

26 火 
旬を食べよう～さんま  ごはん ぎゅうにゅう  

さんまのしおやき きゅうりのちゅうかづけ とんじる 
 

ごはん さとう ごまあぶら  

ごま じゃがいも 

ぎゅうにゅう さんま ぶたにく  

とうふ にぼし 
きゅうり にんじん ごぼう だいこん ねぎ 615 23.9 

27 水 
しょくパン チョコレートクリーム ぎゅうにゅう  

さけのハーブやき ミネストローネ  
 

パン あぶら マカロニ じゃがいも 

チョコレートクリーム 
ぎゅうにゅう さけ ベーコン 

にんじん ブロッコリー キャベツ たまねぎ  

トマト にんにく 
629 25.9 

28 木 
ごはん ぎゅうにゅう とりにくとだいずのあげに  

ワンタンスープ バナナ 
 

ごはん でんぷん あぶら ごま 

さとう こむぎこ 
ぎゅうにゅう ぶたにく だいず 

しょうが きピーマン あかピーマン チンゲンサイ 

にんじん もやし めんま はくさい バナナ 
671 24.5 

29 金 
ツイストパン ぎゅうにゅう マカロニのクリームに  

コーンサラダ グレープフルーツ 
 

パン マカロニ じゃがいも あぶら 

さとう 

ぎゅうにゅう とりにく チーズ  

クリーム 

はくさい にんじん たまねぎ マッシュルーム パセリ 

キャベツ きゅうり とうもろこし ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ 
617 21.2 

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630cal たんぱくしつ  23.6g 

 

８，９月の給食目標  正しい食生活をしよう 

仙台市立鶴谷小学校 

スタート！ 

＊はしは毎日忘れずに持ってきましょう。 ＊献立内容は変更することがあります。 

＊学年によって給食がお休みの日があります。学年だより等で確認してください。 
 


