
令和元年度 

 ６月のよていこんだてひょう  

                                今月の目標 ＊衛生的な食事をしましょう              仙台市立榴岡小学校    

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 

3 月 

ツイストパン  牛乳  

ハヤシシチュー 

ほうれんそうとにんじんのソテー  

 
 

パン じゃがいも あぶら 

牛乳 ぶたにく ベーコン 

 

にんにく にんじん たまねぎ ほうれんそう  

とうもろこし 
609 22.7  

4 火 

わかめごはん 牛乳 きびなごのからあげ  

だいずとこんさいのコロコロきんぴら  

かきたまじる  

 
 

ごはん ごま あぶら さとう でんぷん じゃがいも  

わかめ 牛乳 きびなご だいず  

さつまあげ  たまご とりにく かつおぶし こんぶ 

ごぼう にんじん たけのこ ほうれんそう ながねぎ 

 
656 29.8  

５ 水 
むぎごはん 牛乳 レンズまめいりドライカレー 

ジュリエンヌスープ 

 ごはん おおむぎ あぶら さとう  

じゃがいも 

牛乳 ぶたにく ぶたレバー レンズまめ 

ベーコン 

にんじん ピーマン たまねぎ しょうが にんにく  

パセリ セロリー 
650 27.5  

６ 木 
こめこパン 牛乳 みそラーメン 

かぼちゃコロッケ オレンジ 
 

パン こめこ ちゅうかめん さとう  

あぶら パンこ 

牛乳 ぶたにく 

 

めんま にんじん にら たまねぎ もやし にんにく  

かぼちゃ オレンジ 
635 24.6  

７ 金 
ごはん 牛乳 ぶたにくとしらたきのにもの 

いものこじる   

 ごはん あぶら さとう さといも 

 

牛乳 ぶたにく とうふ 

 

にんじん たまねぎ たけのこ しょうが ごぼう 

ながねぎ こまつな だいこん しめじ 
606 26.2  

10 月 
バターロールパン 牛乳 ペンネクリームソース 

ウインナーとコーンのソテー 

  

バター パン スパゲッティ じゃがいも 

こむぎこ あぶら 

牛乳 とりにく ベーコン  

チーズ ウインナーソーセージ 

にんじん たまねぎ マッシュルーム パセリ  

あかピーマン キャベツ もやし とうもろこし 
606 22.3  

11 火 
ごはん かんこくのり 牛乳   

プルコギ キムチスープ 
 

ごはん あぶら ごま じゃがいも 

 

牛乳 のり ぶたにく とうふ 

 

にんじん にんにくのくき パプリカ たまねぎ にら 

キャベツ もやし ながねぎ だいこん はくさい 
637 28.3  

12 水 
ごはん 牛乳 いかてんぷらのチリソースかけ 

きりぼしだいこんのはりはりづけ  さつまじる 
 

ごはん でんぷん こむぎこ あぶら ごま 

さつまいいも さとう 

牛乳 いか ぶたにく かつおぶし 

こんぶ 

きりぼしだいこん  にんじん ごぼう だいこん  

ながねぎ しめじ 
641 22.3  

13 木 
【セルフサンド】  よこわりまるパン  牛乳  

だいずのチリコンカン  コンソメスープ 

 パン あぶら じゃがいも 

 

牛乳 ぶたにく ベーコン だいず 

 

たまねぎ パセリ にんにく にんじん キャベツ 

 
604 29.7  

14 金 
ごはん  牛乳  ぶたにくとやさいのみそいため 

ちゅうかふうたまごスープ グレープフルーツ   
ごはん あぶら さとう でんぷん  

じゃがいも 

牛乳 ぶたにく たまご ベーコン 

 

しょうが にんじん ピーマン キャベツ たまねぎ なす 

にんにく とうもろこし ほうれんそう グレープフルーツ 
607 22.0  

17 月 
つつじおこわ 牛乳 さばのしちみやき 

すましじる あじさいゼリー 

  

アルファーかまい さとう あぶら ごま 

やきふ ゼリー 

ハム 牛乳 さば とうふ わかめ 

かつおぶし こんぶ 

えだまめ たけのこ ながねぎ にんじん こまつな  

ほししいたけ 
636 27.5  

18 火 

ごはん 牛乳  

ぶたにくとカシューナッツのちゅうかいため 

はるさめスープ 

 
ごはん でんぷん あぶら さとう 

カシューナッツ  はるさめ 

牛乳 ぶたにく だいず 

 

しょうが にんじん ピーマン たけのこ ほししいたけ 

にんにく ほうれんそう はくさい 
699 25.6  

19 水 
ごはん 牛乳 ささかまぼこのねぎソースかけ 

あぶらふいりにくじゃが メロン 

  

ごはん さとう あぶら あぶらふ じゃがいも 

牛乳 ささかまぼこ  

ぶたにく 

ながねぎ にんじん さやいんげん たまねぎ メロン 

 
604 23.5  

20 木 

しょくパン りんごジャム 牛乳  

とりにくのコーンフレークやき 

むぎとやさいのスープ 

 
パン ジャム マヨネーズ パンこ  

コーンフレーク おおむぎ 

牛乳 とりにく チーズ ぶたにく 

 

こまつな にんじん キャベツ セロリー たまねぎ  

とうもろこし 
621 30.8  

21 金 
ごはん  牛乳 ツナそぼろ 

だんごじる さくらんぼ 

  

ごはん さとう ごま しらたまもち 

牛乳 まぐろ とりにく かつおぶし  

こんぶ 

にんじん こまつな ごぼう だいこん ほししいたけ  

さくらんぼ 
612 24.3  

24 月 
クロワッサン 牛乳  

スパゲッティーナポリタン  コーンサラダ 
 

パン スパゲッティ あぶら さとう 

 

牛乳 ベーコン チーズ 

 

にんじん ピーマン たまねぎ にんにく マッシュルーム 

とうもろこし キャベツ きゅうり 
625 29.7  

25 火 
むぎごはん  牛乳  チキンカレー  

ひじきサラダ 

 ごはん おおむぎ じゃがいも  あぶら 

さとう 

牛乳 とりにく チーズ ひじき 

 

にんじん たまねぎ にんにく きゅうり とうもろこし  

もやし しょうが 
619 21.3  

26 水 
ごはん 牛乳 さけのしおやき 

うめふうみづけ ぶたじる 
 

ごはん ごま さといも 

 

牛乳 さけ ぶたにく とうふ  

かつおぶし 

キャベツ きゅうり にんじん ごぼう だいこん 

はくさい ながねぎ うめ しそ 
620 30.3  

27 木 
コッペパン いちごジャム 牛乳  

にくだんごスープ  ジャーマンポテト 

 パン ジャム でんぷん あぶら はるさめ 

じゃがいも 

牛乳 ぶたにく とりにく ベーコン 

 

たまねぎ にんじん ほうれんそう はくさい  

ほししいたけ パセリ 
612 19.9  

28 金 
むぎごはん 牛乳 マーボーどうふ  

こまつなとささかまぼこのにびたし 

 ごはん おおむぎ あぶら さとう  

でんぷん 

牛乳 とうふ ぶたにく あぶらあげ  

ささかまぼこ 

にんじん にら ながねぎ ほししいたけ しょうが  

にんにく こまつな   
653 23.9  

※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。 

給食のない学年・・・・・６月６日（木）～７日（金）あすなろ学級（ 校外学習のため ） 

 
 

 

 

家庭実数 

お 知 ら せ ６月 17 日（月）から 21 日（金）までの一週間， 

        給食について勉強するため，尚絅学院大学の学生３名が， 

榴岡小学校で実習を行います。 

本校１回あたりの学校給食摂取基準 

エネルギー  ： 656 kcal  

たんぱく質  ： 21.1～ 32.5 g 

健康トライアングルの日：目によいメニュー 

旬の味：さくらんぼ 

歯と口の健康週間にちなんで 

韓国の料理 

開校記念 お祝い給食 

手作りホワイトルウ 

食育の日にちなんだメニュー 


