
からだのちやにくになるもの からだのちょうしをととのえるもの からだのちからやねつになるもの

あかの食品 みどりの食品 きいろの食品

1 火

2 水
ビビンバ（ごはん・ぶたひきにくのいためもの・
ナムル）　牛乳　トックスープ
ソフールげんきヨーグルト〔代替：りんごゼリー〕

牛乳 ぶたにく とりにく
ヨーグルト

たまねぎ にんにく こまつな
もやし にんじん ほししいたけ
たけのこ はくさい ねぎ ちんげんさい

せいはくまい しょくぶつゆ
さんおんとう ごまあぶら
しろごま トック かたくりこ 652 30.4

3 木

4 金
ごはん　牛乳　 りんご
きんぴらバーグ　しらすとはくさいのあえもの
さつまいもととりにくのみそしる

牛乳 ぶたにく とうふ
たまご しらす とりにく
かつおぶし みそ

たまねぎ にんじん ごぼう
はくさい こまつな だいこん
こんにゃく ねぎ りんご

せいはくまい パンこ
ごまあぶら さんおんとう
かたくりこ しょくぶつゆ さつまいも 685 30.1

7 月
わかめごはん　牛乳　バンバンジー
ソーセージとポテトのチリソースがらめ
こめこめんのスープ　はなみかん

牛乳 わかめ ソーセージ
ソフトチキン ぶたにく

たまねぎ にんにく しょうが ねぎ
きゅうり もやし にんじん 
とうもろこし ほししいたけ
ちんげんさい みかん

せいはくまい じゃがいも
しょくぶつゆ　さんおんとう
ねりごま しろすりごま ごまあぶら
クイティオ

697 25.2

8 火
♪いいはをつくろうメニュー♪
びりんめし　牛乳　きびなごのカリカリフライ
わかめとハムのあえもの　ごまみそじる　りんご

牛乳 とりにく とうふ
あぶらあげ わかめ ハム
きびなごカリカリフライ
ぶたにく かつおぶし みそ

にんじん きりぼしだいこん
ごぼう ほししいたけ キャベツ
きゅうり しらたき ねぎ
りんご

せいはくまい しょくぶつゆ
さんおんとう ごまあぶら
じゃがいも しろすりごま 627 24.8

9 水
こめこパン　牛乳　さばのハーブやき
かぼちゃのアーモンドサラダ　はなみかん
こめこマカロニとポークのスープ

牛乳 ノルウェーさば
チーズ ヨーグルト
ぶたにく

にんにく パセリ かぼちゃ
きゅうり たまねぎ ほしぶどう
にんじん セロリ はくさい
ちんげんさい みかん

こめこパン オリーブオイル 
アーモンド エッグケア
じゃがいも こめこマカロニ 694 29.6

10 木

11 金

14 月
ごはん　牛乳　たらのマヨネーズやき　 りんご
じゃがいものそぼろに　わかめととうふのみそしる

牛乳 たら みそ ぶたにく
とうふ わかめ かつおぶし

たまねぎ パセリ にんじん
グリンピース だいこん こまつな 
ほししいたけ りんご

せいはくまい マヨネーズ
じゃがいも しょくぶつゆ
さんおんとう かたくりこ

647 25.7

15 火
あおだいずごはん　牛乳　まつかぜやき
わふうサラダ　のっぺいじる　ももゼリー

牛乳 あおだいず ぶたにく
とりにく たまご みそ わかめ
いか とうふ かつおぶし

たまねぎ しょうが キャベツ
きゅうり にんじん だいこん
ごぼう こんにゃく ねぎ
こまつな

せいはくまい パンこ しろごま
さんおんとう しょくぶつゆ
ごまあぶら さといも かたくりこ
ももゼリー

676 32.2

16 水
せわりソフトドッグパン 牛乳 　バナナ
スラッピージョー　ツナサラダ　さつまいものシチュー

牛乳 ぶたにく だいず ツナ
ベーコン とりにく

たまねぎ にんじん キャベツ
きゅうり とうもろこし しめじ
エリンギ ちんげんさい バナナ

せわりソフトドッグパン
さんおんとう しょくぶつゆ
さつまいも バター こむぎこ

707 30.7

17 木
キムチチャーハン　こまつなとひじきのナムル
かつおのオーロラソースかけ
コーンとたまごのスープ　牛乳　はなみかん

牛乳 ぶたにく かつお 
ひじき たまご ハム

にんじん はくさいキムチ ピーマン 
しょうが こまつな もやし
にんにく とうもろこし たまねぎ
ちんげんさい みかん

せいはくまい しょくぶつゆ
かたくりこ さんおんとう
ごまあぶら しろごま 660 31.6

18 金

21 月
ごはん　 牛乳　あかうおのゆずみそやき
おひたし　ちゃんこなべふうじる
きょうのてつぶんようさんヨーグルト〔代替：みかんゼリー〕

牛乳 あかうお さいきょうみそ
せんだいみそ かつおぶし
とりにく ヨーグルト

ゆず こまつな にんじん はくさい
もやし ねぎ しょうが だいこん
えのきたけ みずな

せいはくまい さんおんとう
かたくりこ みかんぜりー

591 27.6

22 火
ごはん　牛乳　ぶたにくとうずらたまごのしょうゆにこみ
アーモンドサラダ　にらととうふのみそスープ
ぶんちゃんのこざかなくん

牛乳 ぶたにく うずらたまご
とりにく とうふ かつおぶし
みそ かたくちいわし

ねぎ しょうが こんにゃく
キャベツ きゅうり にんじん
たまねぎ だいこん はくさい
えのきたけ にら

せいはくまい さんおんとう
アーモンド しょくぶつゆ

680 30.9

23 水

24 木
♪『わしょくのひ』にちなんだメニュー♪
ほっきめし　牛乳　ささかまのいそべあげ　あいか
せんだいゆきなとはくさいののりあえ　せんだいぞうに

牛乳 ほっきがい ささかまぼこ
あおのり のり とりにく なると
こおりどうふ かつおぶし

せんだいゆきな はくさい
にんじん ずいき だいこん
ごぼう ほししいたけ
せり あいか(かんきつ)

せいはくまい てんぷらこ
しょくぶつゆ
しらたまだんご 620 24.8

25 金
ごはん　牛乳　てづくりぶりカツ
だいこんのべっこうに　こんさいのみそしる　りんご

牛乳 ぶり たまご ぶたにく
かつおぶし とりにく とうふ
みそ

しょうが だいこん にんじん
えだまめ ごぼう こんにゃく
ねぎ こまつな りんご

せいはくまい こむぎこ
パンこ しょくぶつゆ 
さんおんとう

732 29.1

28 月
ミルクパン 牛乳 ごもくうどん
だいがくいも　だいずとツナのサラダ　はなみかん

牛乳 とりにく なると
あぶらあげ かつおぶし
こんぶ ツナ だいず チーズ

にんじん ごぼう ほししいたけ
ねぎ こまつな キャベツ
きゅうり たまねぎ みかん

ミルクパン うどん さつまいも 
しょくぶつゆ さんおんとう
みずあめ くろごま

668 26.5

29 火
きりこんぶとだいずのごはん　牛乳
いかのサラサあげ　だいこんとハムのあえもの
にらたまじる　りんご

牛乳 ぶたにく こんぶ
だいず いか ハム たまご
なると かつおぶし

にんじん ごぼう しょうが
だいこん きゅうり とうもろこし
にら たまねぎ ほししいたけ 
りんご

せいはくまい しょくぶつゆ
さんおんとう かたくりこ
エッグケア 665 28.3

30 水

♪スペイン料理♪
バターライス　牛乳　キャロットサラダ
チリンドロン(スペインふうとりにくのにこみ）
ポルダルサ(たらとねぎのスープ）  あいか

牛乳 とりにく
たら

にんにく たまねぎ にんじん
トマト ピーマン 
ほししいたけ まがりねぎ
あいか(かんきつ)

せいはくまい バター こめこ
しょくぶつゆ ひよこまめ 
オリーブオイル さんおんとう
じゃがいも

647 25.6

666 28.3
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（ 印はスプーンもあった方がよい日です ）

11月の給食に使う旬の食材

やさい くだもの

※ざいりょうなどのつごうにより、

こんだてないようをへんこうする

ばあいがあります。

みやぎの

きょうどりょうり

『ほっきめし』が

とうじょうします！

５年生マナー給食の日程が

附小暦と異なっています。


