
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
ごはん 牛乳 ぶたにくのしそみそやき
アスパラとポテトのホットサラダ
わかめスープ パイナップル

牛乳 ぶたにく みそ
とりにく わかめ なると
とうふ かつおぶし

あおじそ グリーンアスパラ
しょうが たまねぎ とうもろこし
にんじん ほししいたけ はくさい
ねぎ こまつな パイナップル

せいはくまい さんおんとう
じゃがいも しょくぶつゆ
かたくりこ

659 29.8

2 水
♪ かみかみメニュー ♪

ごはん 牛乳 かつおとだいずのみそがらめ
わふうサラダ けんちんじる オレンジ

牛乳 かつお だいず みそ
わかめ いか とりにく
とうふ かつおぶし

しょうが キャベツ きゅうり ねぎ
にんじん だいこん ごぼう こまつな
こんにゃく ほししいたけ オレンジ

せいはくまい かたくりこ
しょくぶつゆ さんおんとう
ごまあぶら さといも

654 30.3

3 木
ひじきごはん いかのピリからソースかけ
アーモンドあえ さつまいものみそしる
ぶんちゃんのこざかなくん 牛乳

牛乳 ぶたにく ひじき
いか あぶらあげ みそ
かつおぶし かたくちいわし

にんじん えだまめ しょうが ねぎ
にんにく こまつな キャベツ しめじ

だいこん とうもろこし はくさい

せいはくまい しょくぶつゆ
さんおんとう かたくりこ
ごまあぶら アーモンド さつまいも 628 25.3

4 金
こめこパン 牛乳 とりにくのスパイシーやき
イタリアンサラダ ミネストローネ オレンジ

牛乳 とりにく ハム
ベーコン こなチーズ

にんにく キャベツ きゅうり
にんじん たまねぎ パプリカ
セロリ トマト オレンジ

こめこパン しょくぶつゆ
さんおんとう オリーブオイル
じゃがいも　しろいんげんまめ

603 30.5

7 月
さつまいもごはん 牛乳 ほっけのこうみやき
ごまあえ とりにくとこんさいのみそしる メロン

牛乳 ほっけ とりにく
とうふ あぶらあげ
かつおぶし みそ

ねぎ しょうが にんにく こまつな
にんじん はくさい だいこん
ごぼう こんにゃく しめじ メロン

せいはくまい さつまいも
しろごま ねりごま
さんおんとう じゃがいも

598 26.8

8 火
ごはん いわしのかばやき ちくぜんに
にくだんごのすましじる かわちばんかん

牛乳 いわし とりにく
かつおぶし ぶたにく
こんぶ

しょうが にんじん ごぼう 
れんこん こんにゃく たけのこ
えだまめ ねぎ だいこん こまつな
ほししいたけ かわちばんかん

せいはくまい しょくぶつゆ
さんおんとう かたくりこ
はるさめ 669 28.5

9 水
ごはん 牛乳 つくねのみそだれかけ
いかとはるさめのあえもの のっぺいじる
こくさんバレンシアオレンジ

牛乳 ぶたにく とうふ いか
たまご みそ とりにく
かつおぶし

たまねぎ ごぼう あおじそ もやし
きゅうり にんじん だいこん
こんにゃく ねぎ こまつな
バレンシアオレンジ

せいはくまい こめこパンこ
さんおんとう はるさめ しろごま
ごまあぶら しょくぶつゆ
じゃがいも かたくりこ

659 30.2

10 木
パンプキンパン 牛乳 カレーうどん
だいがくいも ツナだいずサラダ パイナップル

牛乳 ぶたにく ツナ
だいず チーズ

にんじん たまねぎ ねぎ
ほししいたけ こまつな にんにく 
キャベツ きゅうり パイナップル

パンプキンパン うどん
しょくぶつゆ カレールウ
さつまいも さんおんとう
みずあめ くろごま

671 24.3

11 金
ごはん 牛乳 とりにくのにらソースかけ
あおなのいそあえ おでん
ソフールげんきヨーグルト〔代替：りんごゼリー〕

牛乳 とりにく のり ちくわ
がんもどき あげボール こんぶ
うずらたまご かつおぶし
ヨーグルト

にんにく しょうが こまつな
にら　にんじん とうもろこし
もやし だいこん こんにゃく

せいはくまい しょくぶつゆ
さんおんとう　エッグケア
さといも 661 28.0

14 月
ごはん 牛乳 マーボーどうふ バンバンジー
こめこめんのスープ オレンジ
※マーボーどうふにオイスターソース使用

牛乳 ぶたにく みそ
とうふ ソフトチキン

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

せいはくまい しょくぶつゆ
さんおんとう かたくりこ
しろすりごま ごまあぶら
ねりごま クイティオ(こめこめん)

668 29.7

15 火
ごはん 牛乳 さばのみそやき のりあえ
せんべいじる かわちばんかん

牛乳 ノルウェーさば
せんだいみそ はっちょうみそ
のり とりにく かつおぶし

しょうが ねぎ こまつな にんじん
はくさい もやし ごぼう だいこん 
しめじ かわちばんかん

せいはくまい さんおんとう
かやきせんべい 673 26.2

16 水
きなこあげパン 牛乳 みそラーメン
わかめのごまサラダ オレンジ 
ぶんちゃんのこざかなくん

牛乳 きなこ ぶたにく
みそ わかめ
かたくちいわし

にんじん たまねぎ もやし
ねぎ にら しょうが にんにく
こまつな オレンジ

コッペパン しょくぶつゆ
こなざとう ちゅうかめん
ごまあぶら しろごま

609 29.7

17 木

♪タイりょうり♪
ごはん 牛乳 ムーヤーン(タイふうやきぶた)　
ヤムウンセン(タイふうはるさめサラダ) 
ゲーンチュー(タイふうにくだんごととうふのｽｰﾌﾟ)　
パイナップル　※サラダとスープにナンプラー使用

牛乳 ぶたにく えび
とうふ

にんにく しょうが こねぎ
にんじん キャベツ きゅうり
もやし レモン ねぎ はくさい
セロリ ちんげんさい
パイナップル

せいはくまい しょくぶつゆ
はるさめ ごまあぶら
かたくりこ さんおんとう

636 32.3

18 金
よしののとりめし こんさいごまキムチじる
きびなごのカリカリフライ グレープフルーツ
はくさいとハムのあえもの 牛乳

牛乳 とりにく ハム
きびなごカリカリフライ みそ
ぶたにく とうふ かつおぶし

ごぼう にんにく はくさい ねぎ
にんじん とうもろこし こまつな
だいこん はくさいキムチ
こんにゃく グレープフルーツ

せいはくまい さんおんとう
しょくぶつゆ エッグケア
じゃがいも しろすりごま
ねりごま

662 26.8

21 月
ごはん 牛乳 てづくりとんかつ
だいこんのべっこうに じゃがいものみそしる
こくさんバレンシアオレンジ

牛乳 ぶたにく たまご
かつおぶし あぶらあげ
みそ

だいこん にんじん えだまめ
たまねぎ えのきたけ はくさい
ねぎ こまつな バレンシアオレンジ

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 じゃがいも

708 29.3

22 火
あおだいずごはん 牛乳  かわちばんかん
あかうおのさいきょうみそやき かきたまじる
じゃがいもとあぶらふのうまに

牛乳 あおだいず あかうお なると 
さいきょうみそ せんだいみそ
たまご とりにく かつおぶし

にんじん たまねぎ こんにゃく
グリンピース ほししいたけ
えのきたけ ちんげんさい
かわちばんかん

せいはくまい さんおんとう
じゃがいも あぶらふ
しょくぶつゆ かたくりこ 629 28.3

23 水
バターロール とりにくのガーリックやき
こまつなとツナのサラダ パイナップル
コーンポタージュスープ 牛乳

牛乳 とりにく ツナ
ハム

しょうが にんにく こまつな
キャベツ きゅうり とうもろこし
レモン たまねぎ パセリ
パイナップル

バターロール さんおんとう
しょくぶつゆ バター
こむぎこ 669 29.4

24 木
びりんめし 牛乳 ささかまのいそべあげ
おひたし さつまじる

牛乳 とりにく とうふ みそ
あぶらあげ ささかまぼこ
あおのり かつおぶし ぶたにく

にんじん きりぼしだいこん
ほししいたけ もやし はくさい
ごぼう ほうれんそう だいこん
こんにゃく ねぎ こまつな

せいはくまい しょくぶつゆ
さんおんとう てんぷらこ
さつまいも 606 25.3

25 金
ごはん ひよこまめのヘルシードライカレー  牛乳
キャロットラぺ はくさいとベーコンのスープ
きょうのてつぶんようさんヨーグルト〔代替品：みかんゼリー〕

牛乳 ぶたにく ベーコン
とりにく ヨーグルト

えだまめ たまねぎ にんじん
セロリ ごぼう えのきたけ
しょうが にんにく はくさい
ちんげんさい

せいはくまい しょくぶつゆ
さんおんとう じゃがいも
ひよこまめ オリーブオイル 684 27.1

28 月
ごはん 牛乳 アーモンドサラダ
ぶたにくとうずらたまごのしょうゆにこみ
にらとりみそスープ かわちばんかん

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

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 かわちばんかん

せいはくまい さんおんとう
アーモンド しょくぶつゆ

682 30.0

29 火
ケチャップライス とりささみレモンふうみ
コールスローサラダ こめこマカロニのスープ
オレンジ 牛乳

牛乳 ソーセージ
とりにく ヨーグルト
ぶたにく

にんじん とうもろこし たまねぎ
グリンピース マッシュルーム
レモン キャベツ きゅうり セロリ
はくさい にんにく オレンジ

せいはくまい バター
かたくりこ しょくぶつゆ
さんおんとう エッグケア
じゃがいも こめこマカロニ

695 28.1

30 水
ごはん 牛乳 さけのしおやき
ごもくまめ とうふのふわふわじる バナナ

牛乳, さけ だいず とりにく
こんぶ とうふ たまご
かつおぶし

にんじん ごぼう こんにゃく
たまねぎ ほししいたけ
ちんげんさい バナナ

せいはくまい しょくぶつゆ
さんおんとう じゃがいも
かたくりこ

642 29.6

653 28.4き  ゅ  う  し  ょ  く  の  へ  い  き  ん  え  い  よ  う  か

 ☆６月
がつ

８日
か

～９日
か

 ６年生
ねんせい

は 研修旅行
けんしゅうりょこう

のため給食
きゅうしょく

がありません。

 ♪６月
がつ

４日
か

は「虫歯
む し ば

予防
よ ぼ う

デー」です♪

   虫歯
む し ば

予防
よ ぼ う

デーにちなんで，かみごたえのある食材
しょくざい

を使
つか

った『かみかみ料理
り ょ うり

』（太字
ふ と じ

の料理
り ょ うり

）を

　取
と

り入
い

れました。日頃
ひ ご ろ

から，よくかんで食
た

べる 習慣
しゅうかん

を身
み

に付
つ

けましょう。

          　　　　 令 和 ３ 年 度      　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                       　　       宮城教育大学附属小学校

日
曜
日

こ  ん  だ  て  め  い

ざ   い   り   ょ   う エ
ネ
ル
ギ
ー

た
ん
ぱ
く
質

かわちばんかん メロン

こくさんバレンシアオレンジ

（ 印はスプーンもあった方がよい日です ）

※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。
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