
7 ②牛乳 8 ②牛乳 9 ②牛乳

③ぶたにくのしょうがいため

④キャベツ＆タルタルソース

①バーガーパン ①むぎごはん ③チキンカレー

12 ②牛乳 13 ②牛乳 14 ②牛乳 15 ②牛乳 16 ②牛乳

④フレンチサラダ ③ぶたにくと

④いちごのジュレ さつまいものくろずソース

①しょくパン＆

ﾒｰﾌﾟﾙｾﾞﾘｰ

①パン③うどん④ごまあぶら

エネルギーKcal/たん白質ｇ

692/20.4
えいようか

681/25.0708/24.5 624/27.3619/23.3

こ
ん
だ
て
め
い

③にんじん，たまねぎ，はねぎ，し
いたけ，たけのこ，わらび，えのき
たけ④ピーマン，キャベツ，もや
し，コーン

エネルギーKcal/たん白質ｇ

使
用
食
品

①こめ，さんおんとう，あぶら，ご
ま④ぶどうとうかとうえきとう，グ
ラニューとう

①こいくちしょうゆ，みりん③かつ
おぶしだし，しお①③うすくちしょ
うゆ，さけ④ゲルかざい，クエンさ
ん

③トリガラスープ，ケチャップ，トマト
ピューレ，こいくちしょうゆ，ウスター
ソース，あかワイン④うすくちしょう，
す，りんごす③④しお，こしょう

③さけ，す，りんごす，くろず，ケ
チャップ，しお，こしょう，おろし
しょうが④にぼしだし，むぎみそ

③こいくちしょうゆ，さけ，みりん，
さばぶしだし，みりん③しお，こ
しょう，おろしにんにく③④うすくち
しょうゆ

①しょくパン，メープルｾﾞﾘｰ③じゃ
がいも，ﾐｰﾄﾎﾞｰﾙ（ﾊﾟﾝこ，でんぷ
ん）④ｱｰﾓﾝﾄﾞ③④さんおんとう，
あぶら

④わかたけの
みそしる①むぎごはん

③さんさいうど
ん

③しんたまねぎ
のみそしる ①チーズパン

えいようか

ねつや力
のもとに
なるもの

調味料

③こいくちしょうゆ，うすくちしょう
ゆ，みりん，さけ，しお，こしょう，
おろししょうが④にぼしだし，むぎ
みそ

⑤トリガラスープ，さけ，うすくち
しょうゆ，こしょう③⑤しお

③ﾄﾘｶﾞﾗｽｰﾌﾟ，ﾁｬﾂﾈ，ｶﾚｰこ，ｱﾚﾙｹﾞﾝﾌﾘｰｶ
ﾚｰﾙｳ，あかﾜｲﾝ，ｱｯﾌﾟﾙｿｰｽ，ｹﾁｬｯﾌﾟ，こいく
ちしょうゆ，みりん，ｳｽﾀｰｿｰｽ，ｵｰﾙｽﾊﾟｲｽ，
おろしにんにく，おろししょうが，こしょう④
す，りんごす，うすくちしょうゆ③④しお

使
用
食
品

体を作る
もとになる
もの

②ぎゅうにゅう③ぶたにく④あぶ
らあげ，わかめ

②ぎゅうにゅう③ホキ⑤ベーコン ②ぎゅうにゅう③とりにく，チー
ズ，ヨーグルト

体の調子
をととのえ
るもの

しぎょう式

こ
ん
だ
て
め
い

お
ぼ
ん
　
お
や
す
み

むぎは，しょくもつせんいがおおいしょ
くひんです。しゅしょくとしてもたべま
すが，ｽｰﾌﾟにいれると，プチプチした
しょっかんもおいしくあじわえます。

エネルギーKcal/たん白質ｇ エネルギーKcal/たん白質ｇ

633/23.9 610/25.3 707/23.0

月 火 水 木 金

①こめ，むぎ③じゃがいも，こむ
ぎこ，にゅうぬきマーガリン④はち
みつ，ノンエッグマヨネーズ③④
あぶら

きょうから，１ねんせいもきゅうしょく
がはじまります。にしいしきでだいにん
きのカレー。おいしくなぁれ♪と，いっ
しょうけんめいつくります。さあ，めし
あがれ！

ぶたにくには，ビタミンB₁がたっぷりで
す。たべたものをエネルギーにかえると
きにひつようなえいようで，からだをつ
かれにくくするはたらきがあります。

③しろみざかなフライ

①むぎごはん
④かぼちゃの
みそしる

にゅうがく式 ①こめ，むぎ③さんおんとう，あ
ぶら，でんぷん

①バーガーパン③パンこ，こむぎ
こ，でんぷん，あぶら④ノンエッグ
タルタルソース⑤むぎ，じゃがい
も

⑤むぎのスープ

エネルギーKcal/たん白質ｇ

にゅうがくとしんきゅうをおいわいし
て，ちらしずしをつくります。すしめし
にぐをまぜて，もりつけましょう。いち
ごのかじゅうたっぷりのデザートもおい
しいよ！

かごしまは，たけのこのさんちとしても
ゆうめいです！ほりたてのしゅんのたけ
のこでみそしるをつくります！たけのこ
のしろいこなは，うまみのもとチロシン
といいます。

はるは，しょくぶつがあたらしいめをだ
し，すくすくのびるきせつです。わらび
などのさんさいもとれます。さんさいに
はすこしえぐみがありますが，からだの
どくけしといわれています。

③ミートボール
のトマトに

③にんじん，たまねぎ，いんげ
ん，しいたけ⑤きよみオレンジ

③さばぶしだし，おろししょうが③
④うすくちしょうゆ，こいくちしょう
ゆ，みりん，さけ

①こめ，むぎ③ざらめ，でんぷ
ん，あぶら④さんおんとう，ごま

きよみオレンジは，うんしゅうみかんと
オレンジをかけあわせてできたひんしゅ
のくだものです。あまみがあり，かじゅ
うがたっぷりです。ビタミンCもほうふ
です。

④ひじきのつくだに

④キャベツのソテー

③にんじん，たまねぎ，キャベツ，
ピーマン④かぼちゃ，はねぎ，も
やし，しめじ

④キャベツ⑤にんじん，たまね
ぎ，レタス，セロリ，コーン，えだま
め，チンゲンサイ，えのきたけ

③たまねぎ，えだまめ④キャベ
ツ，きゅうり，コーン③④にんじん

②ぎゅうにゅう①チーズ③とりに
く，さつまあげ，あぶらあげ④ウィ
ンナー

①むぎごはん

③じゃがいもの
そぼろに

④コールスローサラダ

①ちらしずし

お
ぼ
ん
　
お
や
す
み

⑤きよみオレンジ

調味料

体の調子
をととのえ
るもの

①しいたけ，ごぼう，きりぼしだい
こん，れんこん，えだまめ③はね
ぎ，えのきたけ①③にんじん④い
ちごかじゅう，ｸﾗﾝﾍﾞﾘｰかじゅう

③たまねぎ，ブロッコリー，しめじ
④キャベツ，きゅうり，コーン③④
にんじん

③パプリカ④にんじん，たけの
こ，えのきたけ，こまつな

やさいは，1日３５０ｇくらいたべたほ
うがいいといわれています。ビタミンや
ミネラルをたくさんふくんでいます。い
ろんなしゅるいのやさいをたべましょ
う。

ねつや力
のもとに
なるもの

①こめ，むぎ③さつまいも，でん
ぷん，こむぎこ，さんおんとう，くろ
ざとう，あぶら

体を作る
もとになる
もの

②ぎゅうにゅう①とりにく，さつま
あげ，けいらん，しらすぼし③あ
ぶらあげ

②ぎゅうにゅう③ミートボール（と
りにく，ぶたにく），きんときまめ，
おおふくまめ，チーズ

②ぎゅうにゅう③ぶたにく④とう
ふ，わかめ

②ぎゅうにゅう③ぶたにく，うずら
たまご，ちくわ，あつあげ④ひじ
き，しらすぼし

エネルギーKcal/たん白質ｇ エネルギーKcal/たん白質ｇ エネルギーKcal/たん白質ｇ

令和３年

＊ざいりょうのつごうにより、こんだてがへんこうになることがあります。

元気いっぱいの１年生をむかえ、いよいよ新がっきが始まります。

給食は，２年生から６年生は７日，１年生は9日からスタート！みんなできょうりょくし

あってじゅんびをし，たのしい給食じかんにしましょう！

給食のこんだては，みなさんのせいちょうやけんこうをかんがえて作っています。い

ろいろなこんだてや食べ物がとうじょうしますので，モリモリ食べて，元気にすごせるよ

うにしましょう！

今年度も，安全でおいしいきゅう食がとどけられるようにがんばりますので，どうぞよ

ろしくお願いします！

【こんだてひょうについて】

〇 毎月，月末に，次の月のこんだて表を各家庭へお配りします。（５月分以降は，長子へ配布）

〇 その日のこんだてに使用する食品名を書いています。食物アレルギー等で対応が必要な場

合は，確認してください。また，食物アレルギー等で，加工食品の成分や原材料の使用量などくわ

しい資料が必要な方は，学校へお申し出ください。

〇 天候等都合により、こんだてや使用食品等を変更する場合がありますのでご了承ください。

〇 １週間ごとに，週末，給食室でおぼんを消毒します。「おぼん 〇年生」と書いている学年が対象になります。

たくさんたべてね！

【おねがい】

きゅうしょく

の前は，きれい

に手をあらいま

しょう！

きゅうしょく

とうばんは，マ

スクをつけて，

きゅうしょくの

じゅんびをしま



19 ②牛乳 20 ②牛乳 21 ②牛乳 22 ②牛乳 23 ②牛乳

④カレーソテー

④フルーツポンチ ③こうやどうふのたまごとじ ③さわらのオーロラソース

④そえやさい

⑤さつまいもの
①むぎごはん みそしる ①むぎごはん

26 ②牛乳 27 ②牛乳 28 ②牛乳 29 30
⑤ヨーグルト

④じゃこのつくだに ④アップルドレッシングサラダ

スパゲティは，イタリアでたべられてい
るめんです。マカロニもおなじなかまで
す。ひきにく，たまねぎとトマトでつ
くったミートソースは，きゅうしょくで
もにんきのメニューです！

調味料

③さばぶしだし，うすくちしょうゆ
③④こいくちしょうゆ，さけ，みり
ん

③ケチャップ，ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ，ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽ
ｿｰｽ，ｳｽﾀｰｿｰｽ，こいくちしょう
ゆ，あかﾜｲﾝ，おろしにんにく④う
すくちしょうゆ，りんごす，す，ｱｯﾌﾟ
ﾙｿｰｽ③④しお，こしょう

①さばぶしだし，こいくちしょうゆ，
しお①③うすくちしょうゆ，みり
ん，さけ

こ
ん
だ
て
め
い

こまつなは，ビタミンCやカロチン，カ
ルシウムのえいようそがおおいしょくひ
んです。アクがすくないので，そのまま
りょうりにつかってたべられますよ。

アルファベットやすうじのかたちをした
マカロニをスープにいれました。どんな
アルファベットがあるかみてみましょ
う！

エネルギーKcal/たん白質ｇ エネルギーKcal/たん白質ｇ

使
用
食
品

体を作る
もとになる
もの

②ぎゅうにゅう③とりにく，さつま
あげ，あつあげ④しらすぼし，か
つおぶし⑤ﾖｰｸﾞﾙﾄ

②ぎゅうにゅう③ぎゅうにく，ぶた
にく，だいず，ﾁｰｽﾞ，ｽｷﾑﾐﾙｸ

②ぎゅうにゅう①とりにく，けいら
ん，あぶらあげ，かまぼこ③ベー
コン

体の調子
をととのえ
るもの

③にんじん，つわぶき，こさんだ
け，きぬさや

③にんじん，たまねぎ，ｾﾛﾘ，ﾊﾟｾ
ﾘ，ﾏｯｼｭﾙｰﾑ④きゅうり，ﾌﾞﾛｯｺ
ﾘｰ，，パプリカ，ｺｰﾝ

①にんじん，たまねぎ，はねぎ，し
いたけ③こまつな，キャベツ，も
やし

ねつや力
のもとに
なるもの

えいようか
エネルギーKcal/たん白質ｇ

③つわとこさん
だけのにもの

使
用
食
品

体を作る
もとになる
もの

②ぎゅうにゅう③とりにく，こうや
どうふ，けいらん，ウィンナー④
ｵｰｼｬﾝｷﾝｸﾞほぐしみ（タラ・ホキ）

②ぎゅうにゅう③さわら⑤あぶら
あげ

②③ぎゅうにゅう③とりにく，しろ
はなまめ，しろいんげんまめ，とう
にゅう，ｽｷﾑﾐﾙｸ，ﾁｰｽﾞ④ウィン
ナー

こ
ん
だ
て
め
い こうやどうふは，わかやまけんのこうや

さんのおてらでぐうぜんうまれました。
とうふをこおらせてかんそうさせたほぞ
んしょくです。じゅわっとやさしいあじ
がします。

ねつや力
のもとに
なるもの

①バターパン③さんおんとう，あ
ぶら④はるさめ，ごまあぶら

①こめ，むぎ③さんおんとう，こむ
ぎこ，でんぷん⑤さつまいも③あ
ぶら，ﾉﾝｴｯｸﾞﾏﾖﾈｰｽﾞ

①しょくパン③じゃがいも，こむぎ
こ，にゅうぬきﾏｰｶﾞﾘﾝ，なまｸﾘｰﾑ
④オリーブオイル

①こめ，むぎ③さんおんとう③④
でんぷん，ごまあぶら

②ぎゅうにゅう③ぶたにく④とう
ふ，けいらん

体の調子
をととのえ
るもの

③キャベツ，しいたけ，グリンピー
ス④はくさい，きくらげ，もやし，チ
ンゲンサイ③④にんじん，たまね
ぎ

③ﾊﾟｾﾘ④キャベツ⑤にんじん，だ
いこん，えのきたけ，こまつな

③にんじん，たまねぎ，キャベツ，
ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ，チンゲンサイ，しめじ
④ブロッコリー，もやし，コーン①
いちごジャム（いちご）

②ぎゅうにゅう①かつおあぶらづ
け③ベーコン

①ｹﾁｬｯﾌﾟ，ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ，ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰ
ｽ，ｳｽﾀｰｿｰｽ，おろしにんにく③ﾄ
ﾘｶﾞﾗｽｰﾌﾟ，うすくちしょうゆ①③し
お，こしょう，しろﾜｲﾝ

さわらは，はるがしゅんのさかなです。
さかなへんにはるというかんじを書い
て，さわらというかんじになります。み
がやわらかく，あぶらものっています。

キャベツも，たまねぎも，じゃがいも
も，とれたてのはるのかおりいっぱいで
す。ホワイトルウとはるやさいのおいし
さをあじわってくださいね！

お
ぼ
ん
　
１
・
２
年
生

ホイコーローは。ちゅうかりょうりで
す。ぶたにくとキャベツをあまみそのテ
ンメンジャンであじつけします。なべを
てばやくまわすようにいためることから
ついたりょうりめいだそうです。

③キャベツ，ピーマン，ふかね
ぎ，しいたけ④レタス，はねぎ，キ
クラゲ③④にんじん，たまねぎ

調味料

④トリガラスープ③④うすくちしょ
うゆ，さけ，しお，こしょう

③ケチャップ，こいくちしょうゆ，ｳ
ｽﾀｰｿｰｽ，みりん，しお，こしょう，
ガーリック⑤にぼしだし，むぎみ
そ

③トリガラスープ，しろワイン④お
ろしにんにく③④うすくちしょうゆ，
しお，こしょう

③ﾃﾝﾒﾝｼﾞｬﾝ，こいくちしょうゆ，お
ろしにんにく，おろししょうが，ﾄｳ
ﾊﾞﾝｼﾞｬﾝ④ﾄﾘｶﾞﾗｽｰﾌﾟうすくちしょ
うゆ，こしょう③④しお，こしょう，
さけ

えいようか
エネルギーKcal/たん白質ｇ エネルギーKcal/たん白質ｇ エネルギーKcal/たん白質ｇ エネルギーKcal/たん白質ｇ

615/27.0 714/24.3 652/26.2

月 火 水 木

①えだまめ，ｺｰﾝ，ﾏｯｼｭﾙｰﾑ③ﾚ
ﾀｽ，ｾﾛﾘ，ﾊﾟｾﾘ①③にんじん，た
まねぎ④みかん，もも，ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟ
ﾙ，ｾﾞﾘｰ（りんご，ぶどう），りんご
かじゅう

金

お
ぼ
ん
　
お
や
す
み

①こめ，むぎ③じゃがいも，ざら
め④さんおんとう，アーモンド③
④あぶら

①クロワッサン③スパゲティ，ｵ
ﾘｰﾌﾞｵｲﾙ④はちみつ，あぶら③
④さんおんとう

①こめ，むぎ，でんぷん③ごまあ
ぶら①③さんおんとう しょうわの日

648/27.0

一日遠足
い ち に ち え ん そ く

668/25.1 665/27.7

③ホイコーロー

650/25.5661/21.0

①バターパン

①むぎごはん ①クロワッサン

つわは，つわぐぶきといい，うみぞいや
がけ，はやしのふちにそだちます。ふゆ
のはじめにきいろいはなをさかせ，はる
になるとくきはかわをむいてりょうりに
つかいます。かおりがいいですよ。

エネルギーKcal/たん白質ｇ

①こめ，あぶら③じゃがいも，マカ
ロニ

③ABCスープ ①しょくパン＆
いちごジャム

①ツナライス

③スパゲティ
ミートソース （むぎごはん，おやこどんぶりのぐ）

④はるさめスープ ③はるの
クリームに

④レタスとたま
ごのスープ

①おやこどんぶり

③こまつなのいためもの

令和３年

＊ざいりょうのつごうにより、こんだてがへんこうになることがあります。

★月・水・金は，ごはんの日です。

南州パンでたいたごはんがとどきます。ときど

き給食室で,たきこみごはんをつくることもありま

す。

★火・木は，パンかめんの日です。

めんの日は，エネルギーがたりないので，小

さいパンがつきます。

★カルシウムをおぎなうために，まい日牛乳が

つきます。鹿児島県内産のしぼりたての牛乳で

す。

★おかずは，和食・洋食・中華などあります。ま

た，かごしまのきょうどりょうりもたくさんとうじょ

うしますよ！

★しるものやにものには、にぼしやかつおぶし、

さばぶしをたっぷり使います！

にしいしきのきゅうしょくは・・・

２０～３０秒くらいがめやすです。よごれや

ウィルスをしっかりおとしましょう。

きゅうしょくと

うばんが、あん

ぜんにじゅんび

できるように、

きょうりょくし

ましょう！

新型コロナウィルスかん

せんしょうかくだいをよぼ

うするためにも、おしゃべ

りにきをつけましょう。

4月の給食目標

１年生～５年

生は、おべん

とうをわすれ

ずに！

６年生は，給

食がありま

す！


