５月のよていこんだてひょう

平成３１年度
小学校
ブロック

桜丘小， 根白石小， 実沢小， 福岡小， 長命ケ丘小
寺岡小， 南中山小， 住吉台小， 館小， 北中山小

仙台市南吉成学校給食センター
3・4ねんの
えいようか

お も な し ょ く ひ ん と は た ら き

日

曜
日

1

水

てんのうのそくいのひ

2

木

きゅうじつ

3

金

けんぽうきねんび

6

月

ふりかえきゅうじつ

7

火

ごはん あじつけのり 牛乳 さけのこうみやき
ぶたにくとじゃがいものチゲ
パインアップルのかんづめ

ごはん さとう ごまあぶら ごま
じゃがいも

牛乳 のり さけ ぶたにく しょうが にんにく しめじ にんじん
とうふ みそ
はくさい ねぎ ﾊﾟｲﾝｱｯﾌﾟﾙ

8

水

しょくパン りんごジャム 牛乳
とりにくのレモンソースかけ ごまドレッシングサラダ
たまごスープ

パン ジャム でんぷん
こめあぶら さとう ごま

牛乳 とりにく たまご

9

木

☆あたらしいメニュー フルーツジュレ☆
むぎごはん 牛乳 ポークカレー ごぼうチップ
フルーツジュレ

ごはん おおむぎ でんぷん
こめあぶら じゃがいも さとう

10

金

小ミルクパン 牛乳 やきそば むししゅうまい（２こ）
わかめスープ グレープフルーツ

13

月

《みやぎけんのきょうどしょく～ささかまぼこ》
ごはん 牛乳 ささかまぼこのごまみそかけ
なまあげとじゃがいものたまごとじ おひたし

こんだてめい

おもにエネルギーのもとになる
きのグループ

おもにからだをつくるもとになる
あかのグループ

おもにからだのちょうしをととのえるもとになる
みどりのグループ

ｴﾈﾙｷﾞｰ たんぱく
(kcal)
しつ (g)

616

30.2

レモン にんじん たまねぎ
えのきたけ ねぎ パセリ
とうもろこし キャベツ きゅうり

603

26.8

牛乳 ぶたにく チーズ

ごぼう にんじん たまねぎ
にんにく りんご ﾊﾟｲﾝｱｯﾌﾟﾙ
みかん レモン

670

17.5

パン こむぎこ ちゅうかめん
こめあぶら ごま でんぷん
さとう

牛乳 ぶたにく とりにく
わかめ とうふ

たまねぎ にんじん もやし
キャベツ ピーマン しょうが ねぎ
えのきたけ グレープフルーツ

593

23.0

ごはん ごま でんぷん さとう
じゃがいも こめあぶら

牛乳 ささかまぼこ みそ
ぶたにく なまあげ
たまご

しょうが たまねぎ にんじん
グリンピース ほうれんそう もやし

586

23.2

ごはん こめあぶら さとう
ごまあぶら ごま はるさめ
でんぷん

牛乳 とうふ とりにく
ぶたにく のり たら

たまねぎ にんにく ねぎ
チンゲンサイ にんじん もやし
ほししいたけ きゅうり キャベツ
しょうが あまなつみかん

586

22.4

パン はちみつ でんぷん
こめあぶら さとう じゃがいも

牛乳 かつお ベーコン
チーズ

しょうが とうもろこし にんじん
たまねぎ オレンジ

679

29.1

木

むぎごはん 牛乳 しせんどうふ
しろはなまめコロッケ（ソース）
ちゅうかふうサラダ(ちゅうかﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ）

ごはん おおむぎ じゃがいも
こむぎこ パンこ こめあぶら
ごまあぶら さとう でんぷん
はるさめ バター ごま

牛乳 いんげんまめ
とうふ ぶたにく みそ

チンゲンサイ もやし
ほししいたけ ねぎ しょうが
にんにく にんじん きゅうり
キャベツ

628

21.6

17

金

《パンにソーセージをはさんでたべよう》
ソフトパン 牛乳
ウインナーソーセージのケチャップソースかけ（２ほん）
ポテトサラダ(マヨネーズ) コンソメスープ
グレープフルーツ

パン さとう じゃがいも
マヨネーズ

牛乳 ｳｲﾝﾅｰｿｰｾｰｼﾞ
ぶたにく

にんじん セロリー たまねぎ
キャベツ ねぎ とうもろこし
きゅうり グレープフルーツ

610

21.2

20

月

ごはん 牛乳 チキンみそカツ
きざみこんぶのいために かきたまじる

ごはん パンこ こめあぶら
さとう でんぷん こむぎこ

牛乳 とりにく みそ
こんぶ さつまあげ
たまご とうふ

にんじん みつば ねぎ
えのきたけ

612

24.8

21

火

★しゅんのたべもの さわら・あまなつみかん★
《にいがたけんのきょうどりょうり～のっぺいじる》
ごはん 牛乳 さわらのさいきょうやき
わかめのしょうがあえ のっぺいじる あまなつみかん

ごはん さといも でんぷん
さとう

牛乳 さわら みそ
ちくわ あぶらあげ
わかめ

だいこん にんじん ごぼう
さやいんげん ほししいたけ
きゅうり しょうが あまなつみかん

583

26.3

22

水

小バターロールパン 牛乳 ツナスパゲッティ
たらのバジルやき キャベツとわかめのサラダ

パン バター さとう
スパゲッティ こめあぶら

牛乳 たら
まぐろあぶらづけ チーズ
わかめ

にんにく にんじん たまねぎ
マッシュルーム キャベツ きゅうり
バジル とうもろこし

585

28.4

23

木

《ちゅうごくのかていりょうり～ホイコーロー》
ごはん 牛乳 ホイコーロー セサミビーンズ
ちゅうかスープ オレンジ

ごはん でんぷん こめあぶら
さとう ごま ごまあぶら

牛乳 だいず ぶたにく
みそ とりにく

キャベツ ピーマン ねぎ しょうが
にんにく はくさい にんじん にら
オレンジ

605

23.9

24

金

しょくパン ブル－ベリ－ジャム 牛乳
ホキフライ（ソース） オニオンドレッシングサラダ
マカロニとやさいのスープ

パン ジャム パンこ こむぎこ
こめあぶら マカロニ じゃがいも
さとう でんぷん

牛乳 ホキ ベーコン

にんじん たまねぎ セロリー
キャベツ きゅうり とうもろこし

603

22.5

27

月

★しゅんのさかな きびなご★
ごはん あじつけのり 牛乳 きびなごのなんばんづけ
ごもくどうふ ごまいりそくせきづけ

ごはん こむぎこ こめあぶら
さとう ごまあぶら でんぷん
ごま

牛乳 のり きびなご
とうふ ぶたにく

たまねぎ にんじん たけのこ
はくさい ほししいたけ にんにく
しょうが キャベツ きゅうり

598

23.8

28

火

★しゅんのくだもの メロン★
わかめごはん 牛乳 にくじゃが りきゅうじる メロン

ごはん じゃがいも こめあぶら
さとう ごま

牛乳 わかめ ぶたにく
あぶらあげ みそ

にんじん たまねぎ えだまめ
だいこん ごぼう ねぎ
ほししいたけ メロン

603

20.1

29

水

《パンにハムとサラダをはさんでｻﾝﾄﾞｳｨｯﾁにしよう》
くろしょくパン 牛乳 ハムのワインに
アーモンドコールスロー キャロットポタージュ

パン さとう じゃがいも
こめあぶら アーモンド

牛乳 ハム
だっしふんにゅう チーズ
クリーム

にんじん たまねぎ パセリ
きゅうり キャベツ

647

24.1

30

木

ごはん 牛乳 わかさぎフリッター（２ほん）
はっぽうさい きゅうりのピリからづけ

ごはん こむぎこ こめあぶら
さとう でんぷん ごまあぶら
こめこ

牛乳 わかさぎ おきあみ
あおのり ぶたにく えび
うずらたまご

にんじん はくさい たまねぎ
たけのこ しょうが きゅうり

619

23.9

31

金

《パンにケチャップミートをはさんでたべよう》
まるパン 牛乳 ゆでたまご（しょくたくえん）
ケチャップミート やさいスープ グレープフルーツ

パン こめあぶら パンこ

牛乳 たまご ぶたにく
レンズまめ ベーコン
わかめ

にんじん たまねぎ セロリー
にんにく はくさい ねぎ しめじ
グレープフルーツ

586

28.0

14

火

15

水

16

★しゅんのくだもの あまなつみかん★
ごはん 牛乳 とうふハンバーグのプルコギソースかけ
チョレギサラダ(きざみのり) はるさめスープ
あまなつみかん
★しゅんのさかな かつお★
しょくパン はちみつ 牛乳
かつおのオーロラソースかけ コーンシチュー
オレンジ

まいにちわす

も

※はしは、毎日忘れずに持ってきましょう。 ※

しるし

た

こんだて

こんだてないよう へんこう

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。
こ ん げ つ

も く ひ ょ う

し ょ く じ

た

い

せ

つ

し

《今月の目標…食事の大切さを知ろう》
ささえるよ みんなの元気と そのえがお

仙台市立小学校
かみ

3・4年生の1回あたりの
学校給食摂取基準
・エネルギー 650kcal
・たんぱく質 21.1～32.5g

児童
たいせつ

し げん

しゅうだん し げんかいしゅうなど

かつよう

☆紙は大切な資源です。集団資源回 収 等を活用しましょう☆

