
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 金
マーボーどん（ごはん・マーボーどうふ）
ちゅうかスープ 牛乳
ソフールげんきヨーグルト〔代替：りんごゼリー〕

牛乳 とうふ ぶたにく
とりにく みそ なると
ヨーグルト

にんじん ねぎ ほししいたけ
にら しょうが にんにく たけのこ
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 かたくりこ 622 29.1

4 月
どんどろけめし 牛乳 あかうおのもみじやき
こまつなとわかめのごまサラダ
せんだいふういもに はなみかん

牛乳 あぶらあげ とうふ
あかうお わかめ ぶたにく
かつおぶし みそ

ごぼう にんじん ほししいたけ ねぎ
えだまめ こまつな もやし にんにく
しょうが だいこん こんにゃく
みかん

せいはくまい しょくぶつゆ
さんおんとう マヨネーズ
ごまあぶら しろごま
さといも

641 27.7

5 火
くろだいずごはん 牛乳 いなかじる
かつおのオーロラソースかけ
のりとあおなのあえもの りんご

牛乳 くろだいず かつお
のり とりにく とうふ
あぶらあげ かつおぶし

しょうが こまつな にんじん もやし
とうもろこし だいこん ごぼう
ほししいたけ ねぎ ちんげんさい
りんご

せいはくまい 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 647 29.2

6 水
ごはん 牛乳 ぶたにくのみそやき
おひたし おでん

牛乳 ぶたにく みそ かつおぶし
ちくわ がんもどき こんぶ
さつまあげボール うずらたまご

しょうが もやし はくさい
こまつな にんじん だいこん
こんにゃく

せいはくまい さんおんとう
さといも 607 26.9

7 木
ごはん 牛乳 さばのこうみやき
クイティオのコチュジャンいため はなみかん
にくだんごとはくさいのスープ

牛乳 ノルウェーさば
ぶたにく

ねぎ しょうが にんにく たまねぎ
にんじん にら はくさい もやし
ほししいたけ ちんげんさい みかん

せいはくまい ごまあぶら 
クイティオ(こめこめん）
さんおんとう かたくりこ 738 31.7

8 金

11 月

12 火

13 水
きなこあげパン 牛乳 みそラーメン
もやしのちゅうかあえ はなみかん

牛乳 きなこ ぶたにく
みそ

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
とうもろこし みかん

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 さんおんとう
しろごま

622 28.1

14 木

キャロットライス 牛乳
あきやさいカレー わかめスープ
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, ぶたにく とりにく
なると わかめ
ヨーグルト

にんじん たまねぎ にんにく なす
りんごすりおろし かぼちゃ 
れんこん まいたけ たけのこ
はくさい しょうが ほししいたけ
ねぎ ちんげんさい

せいはくまい バター
しょくぶつゆ カレールウ
さつまいも 695 27.6

15 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 しらすぼし 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 666 29.7

18 月

19 火

♪かいがくきねんおいわいメニュー♪
おせきはん 牛乳 あかうおのゆずみそやき
こまつなのいそあえ はなみかん
とりにくとこんさいのすましじる

牛乳 あかうお せんだいみそ
さいきょうみそ のり
とりにく とうふ
あぶらあげ かつおぶし

ゆず こまつな にんじん はくさい
もやし だいこん ごぼう こんにゃく
しめじ ねぎ みかん

せいはくまい もちごめ
あずき ごましお
さんおんとう じゃがいも 585 27.4

20 水
ごはん 牛乳 チキンチキンごぼう
だいこんのナムル かきたまじる
ぶんちゃんのこざかなくん

牛乳 とりにく なると たまご 
かつおぶし こんぶ 
かたくちいわし

ごぼう えだまめ だいこん にんじん
たまねぎ ほししいたけ えのきたけ
ちんげんさい

せいはくまい かたくりこ
しょくぶつゆ さんおんとう
しろごま ごまあぶら

641 26.0

21 木

♪めのあいごデーにちなんだきゅうしょく♪
しょくパン 牛乳 ブルーベリージャム
さけのこめこパンこやき はなみかん
ほうれんそうとアーモンドのサラダ
にんじんとじゃがいものポタージュ

牛乳 さけ ハム
なまクリーム

ほうれんそう キャベツ きゅうり
とうもろこし にんにく にんじん
たまねぎ パセリ みかん

しょくパン エッグケア
ブルーベリージャム
こめこパンこ しょくぶつゆ
さんおんとう アーモンド
じゃがいも バター せいはくまい

682 27.5

22 金

ルーローはん（ごはん・ルーローハンのぐ）
もやしときゅうりのごまサラダ 牛乳
えびいりしるビーフン 
ぶんちゃんのこざかなくん

牛乳 ぶたにく うずらたまご
えび かたくちいわし

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

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 ビーフン 652 32.9

25 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　アーモンドあえ
ごまみそじる

牛乳 ぶたにく こんぶ
だいず きびなごカリカリフライ
とうふ かつおぶし みそ

にんじん ごぼう こまつな キャベツ
とうもろこし はくさい こんにゃく
ほししいたけ ねぎ

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

608 24.9

26 火
ごはん　牛乳　ほっけのしおやき
にくじゃが　ごもくうーめんじる　りんご

牛乳 ほっけ ぶたにく
とりにく あぶらあげ
かつおぶし こんぶ

にんじん たまねぎ しらたき
えだまめ ごぼう なす ほししいたけ
ねぎ こまつな りんご

せいはくまい じゃがいも
しょくぶつゆ さんおんとう
しろいしうーめん かたくりこ

655 29.2

27 水

ちゅうかたきこみごはん 牛乳 
てづくりちんじゅわんず(もちごめつきにくだんご)

だいこんとツナのあえもの
にらととうふのスープ

牛乳 やきぶた ぶたにく
ツナ とりにく とうふ
かつおぶし

ほししいたけ にんじん ごぼう
たけのこ えだまめ しょうが ねぎ
たまねぎ だいこん きゅうり にら
とうもろこし はくさい えのきたけ

せいはくまい しょくぶつゆ
さんおんとう もちごめ
ごまあぶら かたくりこ 
エッグケア

666 29.6

28 木

♪ハロウィンメニュー♪
スパゲティナポリタン 牛乳 
ベーコンとレンズまめのスープ はなみかん
かぼちゃのこめこマフィン
ぶんちゃんのこざかなくん

牛乳 ソーセージ こなチーズ
ベーコン とりにく とうにゅう
かたくちいわし

たまねぎ にんじん マッシュルーム
ピーマン しめじ キャベツ
ちんげんさい かぼちゃ みかん

スパゲティ しょくぶつゆ
バター じゃがいも こめこ
さんおんとう こなざとう
レンズまめ 679 25.5

29 金

650 28.3

　☆１０月 １５日（金曜日） ３年生は遠足のため給食がありません
　☆１０月 ２７日（水曜日） １年生は遠足のため給食がありません

１ が っ き し ゅ う ぎ ょ う し き　　　※ おべんとうじさん

し　ゅ　う　き　き　ゅ　う　ぎ　ょ　う　び

２ が っ き し ぎ ょ う し き　　　※ おべんとうじさん

か い が く き ね ん び

お　べ　ん　と　う　の　ひ　　　※ おべんとうじさん
※年間行事予定で示していた１０月２０日（水）とお弁当の日が入れ替わっていますのでご注意ください。

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

　　　　    　　　令和３年度　                            　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 宮城教育大学附属小学校
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（ 印はスプーンもあった方がよい日です ）

１０月の給食に使う旬の食材※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。 りんご・みかん・なす・さつまいも・かぼちゃ など

ぎゅうにゅう

たまご

とうふ さかな
やさい くだもの パン

いも
あぶら

ごはん

にく


