
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 木
ごはん 牛乳 さばのピリからやき
だいずとハムのサラダ 
ビーフンのにくみそかけ さくらんぼ

牛乳 ノルウェーさば だいず
ハム ぶたにく せんだいみそ
はっちょうみそ

しょうが にんにく はくさい きゅうり
にんじん こまつな ねぎ たまねぎ
ほししいたけ ちんげんさい
さくらんぼ

せいはくまい さんおんとう
エッグケア しろすりごま
ごまあぶら ビーフン 735 28.4

2 金
ツイストパン　ぶたにくのマーマレードやき
パプリカとツナのサラダ ほやのチャウダー
パイナップル 牛乳

牛乳　ぶたにく　ツナ
ほや　とりにく

キャベツ きゅうり にんじん
たまねぎ パプリカ 
ちんげんさい パイナップル

ツイストパン マーマレード
しょくぶつゆ さんおんとう
じゃがいも バター こむぎこ 654 30.1

5 月

♪インドのカレーをたべよう♪

ターメリックライス インドふうチキンカレー 
あおなとソーセージのスープ  牛乳
フルーツゼリー
※カレーにいろいろなスパイスをしようします

牛乳 とりにく 
ソーセージ

トマト たまねぎ にんにく 
にんじん しめじ エリンギ
キャベツ こまつな
シロップづけ(はくとう･おうとう･
りんご・ようなし）

せいはくまい バター
しょくぶつゆ じゃがいも
ブロックゼリー カクテルゼリー

668 27.9

6 火
ごはん　牛乳　ごもくあつやきたまご
チャプチェ　トックスープ　れいとうみかん

牛乳 たまご ぶたにく
ひじき かつおぶし
とりにく

たまねぎ にんじん ほししいたけ
こねぎ しょうが にんにく
たけのこ はくさいキムチ ねぎ
こまつな しめじ はくさい
ちんげんさい れいとうみかん

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

700 27.3

7 水
♪たなばたメニュー♪
ちらしずし 牛乳 かつおのごまだれかけ
たなばたじる こだますいか

牛乳 あぶらあげ ちくわ
たまご かつお とりにく
なると こんぶ かつおぶし

にんじん ごぼう れんこん えだまめ
ほししいたけ しょうが にんにく
とうがん えのきたけ ねぎ オクラ 
こだますいか

せいはくまい さんおんとう
しょくぶつゆ かたくりこ
しろすりごま はるさめ 653 28.9

8 木
キムチチャーハン 牛乳 ナムル パイナップル
ユーリンチー（とりにくのねぎソースかけ）
ユイミータン（とうもろこしとたまごのスープ）

牛乳 ぶたにく とりにく
たまご ハム

にんじん はくさいキムチ ピーマン
しょうが ねぎ こまつな もやし
きゅうり とうもろこし たまねぎ
ちんげんさい パイナップル

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 661 27.7

9 金

バターロール　牛乳　いかのガーリックサラダ
とりにくのラタトゥイユソースかけ
レンズまめとベーコンのスープ
ソフールげんきヨーグルト〔代替：りんごゼリー〕

牛乳 とりにく いか ベーコン
とりにく ヨーグルト

にんにく ズッキーニ たまねぎ
パプリカ トマト キャベツ
きゅうり とうもろこし パセリ
にんじん セロリ はくさい
ちんげんさい

バターロール しょくぶつゆ
オリーブオイル じゃがいも
レンズまめ 619 31.7

12 月
ごはん 牛乳 こまつなとひじきのあえもの
ソーセージとポテトのチリソースあえ
ちゅうかスープ ぶんちゃんのこざかなくん

牛乳 ソーセージ ひじき
とりにく なると
かたくちいわし

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

せいはくまい じゃがいも
しょくぶつゆ さんおんとう
ごまあぶら しろごま 656 24.4

13 火
ごはん　牛乳　ほっけのしおやき
こぎつねサラダ　えのきのふわふわじる
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 ほっけ あぶらあげ
とうふ たまご かつおぶし
こんぶ ヨーグルト

もやし にんじん こまつな
たまねぎ えのきたけ
ちんげんさい

せいはくまい さんおんとう
ごまあぶら じゃがいも
かたくりこ 615 27.9

14 水
ごはん 牛乳 しらすとはくさいのあえもの
あげかぼちゃとぶたにくのごまがらめ
いなかじる オレンジ

牛乳 ぶたにく しらすぼし
とりにく とうふ 
あぶらあげ かつおぶし

かぼちゃ しょうが はくさい
こまつな にんじん だいこん
ごぼう ほししいたけ ねぎ
ちんげんさい 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
みずあめ　しろすりごま　
ごまあぶら　さといも

666 25.3

15 木
くろだいずごはん あかうおのおうごんやき
こまつなのいそあえ こんさいのみそしる
かわちばんかん 牛乳

牛乳 くろだいず あかうお
のり とりにく とうふ
かつおぶし みそ

にんじん こまつな もやし
ごぼう だいこん こんにゃく
ねぎ かわちばんかん

せいはくまい マヨネーズ
じゃがいも

608 26.4

16 金
てりやきまん 牛乳 やさいラーメン
ツナとだいこんののりサラダ こだますいか
ぶんちゃんのこざかなくん

牛乳 とりにく ぶたにく
なると ツナ のり
かたくちいわし

にんじん たまねぎ ほししいたけ
とうもろこし もやし キャベツ
ねぎ にら しょうが にんにく
だいこん きゅうり 
こだますいか

こむぎこ しょくぶつゆ
さんおんとう ちゅうかめん
エッグケア 587 28.7

19 月

きりこんぶとだいずのごはん 牛乳
きびなごのカリカリフライ 
わかめとチキンのあえもの
さつまいものみそしる かわちばんかん

牛乳 ぶたにく こんぶ だいず 
きびなごカリカリフライ
わかめ ソフトチキン
かつおぶし みそ

にんじん ごぼう キャベツ
きゅうり だいこん こんにゃく
はくさい ねぎ こまつな
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 ごまあぶら
さつまいも 600 24.6

20 火
ごはん ルーローはんふうポークビーンズ 牛乳
アーモンドあえ　ビーフンスープ　メロン　
※ポークビーンズにオイスターソース，スープにナンプラー使用

牛乳 ぶたにく だいず
とりにく

たまねぎ パプリカ しょうが
にんにく キャベツ きゅうり
にんじん たけのこ ほししいたけ
はくさい ちんげんさい メロン

せいはくまい しょくぶつゆ
さんおんとう かたくりこ
アーモンド ビーフン 717 33.1

21 水

22 木

23 金

653 28.0

　　

 　「ほや」は，その姿
すがた

かたちから「海
うみ

のパイナップル」といわれる海産物
かいさんぶつ

で，海
うみ

のミネラルを豊富
ほうふ

に含
ふく

む，

　宮城県
みやぎけん

を代表
だいひょう

する夏
なつ

が旬
しゅん

の珍味
ちんみ

です。産卵期
さんらんき

の冬
ふゆ

は，卵
たまご

に栄養
えいよう

が回
まわ

されるのでやせていて，おいしくあり

　ません。春
はる

から夏
なつ

にかけてはエサを大量
たいりょう

に食
た

べ，身
み

も厚
あつ

くなり，おいしくなります。

　　そんな「ほや」を使
つか

って『チャウダー』を作
つく

ります。今回
こんかい

「ほや」は初登場
はつとうじょう

のため，少
すく

なめに使用
し よ う

します。

お　べ　ん　と　う　の　ひ　　　※ おべんとうじさん

う 　 み　  の 　 ひ

ス   ポ   ー   ツ   の   ひ

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

 ☆７月
がつ

１４日
か

～１６日
にち

 ５年生
ねんせい

は，花山宿泊学習
はなやましゅくはくがくしゅう

のため給食
きゅうしょく

がありません。 ※『エッグケア』⇒卵
たまご

を含まない，マヨネーズタイプ調味料
ちょうみりょう

です。

             　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

（ 印はスプーンもあった方がよい日です ）

(kcal ) ( g )

さくらんぼ・かわちばんかん・こだますいか

メロン・ほや・えだまめ・とうがん・オクラ

パプリカ・かぼちゃ・ズッキーニ・きゅうり

ぎゅうにゅう

たまご

とうふ

にく

さかな
やさい くだもの

パン
いも あぶらごはん

７月の給食に使う旬の食材 うみのパイナップル


