
給食
きゅうしょく

　目標
もくひょう

　　　　　　　　　鹿児島市立田上小学校

月 火 水 木 金
　　　　　② 　　　　　②

③セサミサラダ
④ぶたみそ

①ハヤシライス ①ごはん③さつきおでん

☆はし
エネルギー（ｋｃal）/たんぱく質（ｇ） ６７４ｋｃal/２４．８g ６５１ｋｃal/２４．８g
おもにエネルギーの ①こめ，むぎ，じゃがいも③さとう ①こめ③じゃがいも，さとう

もとになる食品 ①あぶら③ごま，すりごま ④あぶら，ごま

おもに体をつくるもとに ①ぎゅうにく，ガルバンゾー，きんときまめペースト ③とりにく，あつあげ，ちくわ，うずらたまご④ぶたミンチ，みそ

なる食品 ②ぎゅうにゅう ②ぎゅうにゅう③こんぶ

おもに体の調子を
整えるもとになる
食品

憲法記念日 八十八夜 あくまき セサミ（ごま） 郷土料理（鹿児島県）

　　　　　　② 　　　　　　　② 　　　　　　　② 　　　　　　②

④ほうれんそうとコーンのソテー ④さわらのキャロットソース ④ジューシーフルーツ ④らっきょうのすのもの ④ムース

①チーズパン③マカロニグラタン ①ごはん③よしのじる ①ミルクパン③あつあげのチリソース ①ごはん③にくじゃが ①たけのこごはん③はるのみそしるスペシャル

☆はし ☆はし ☆はし
６５２ｋｃal/２９．０g ６５４ｋｃal/２５．６g 　６６１ｋｃal/２８．４g 　６２９ｋｃal/２３．４g ６５２ｋｃal/２４．０g

①チーズパン③マカロニ，こむぎこ，パンこ ①こめ③かたくりこ④さとう ①ミルクパン③じゃがいも，さとう④オレンジゼリー ①こめ③じゃがいも，さとう④さとう ①こめ，さとう③さつまいも④ムース

③マーガリン，バター④あぶら ③あぶら④あぶら，ノンエッグマヨ ③あぶら ③あぶら ①あぶら
③とりにく，ベーコン④かつおフレーク ③とりにく，とうふ，あぶらあげ④さわら ③あつあげ，ミートボール，うずらたまご ③ぶたにく，あつあげ ①とりにく，さつまあげ，あぶらあげ③とうふ，みそ

②ぎゅうにゅう③スキムミルク，こなチーズ ②ぎゅうにゅう ②ぎゅうにゅう ②ぎゅうにゅう④わかめ ①しらすぼし②ぎゅうにゅう③わかめ

世界の料理（フランス） 旬（さわら） フルーツ 旬（らっきょう） ６年１組松原さんが考えたみそ汁

③にんじん，たまねぎ，しめじ，パセ
リ，にんにく④ほうれんそう，コーン

憲法記念日
け ん ぽ う き ね ん び

みどりの日
ひ

令和３年度　５月

　　献立
こん      だて

予定表
よ     てい   ひょう

曜日

こ
ん
だ
て

衛生
えいせい

に気
き

を付
つ

けて食事
し ょ く じ

をしよう

③にんじん，だいこん，はねぎ，ごぼ
う，しいたけ，こんにゃく④うらごしに
んじん，しょうが

　鹿児島県の喜界島は
ごまの生産量が日本一
です。喜界島のごまは，
粒が小さく香りが強いで
す。５月頃種まきをして8
月頃には刈り取り天日
干しにします。

　豚みそは，鹿児島県の
郷土料理です。豚のば
ら肉や豚ミンチと粒みそ
で作った茶請けみそを
使って味付けします。奄
美大島では，おにぎりに
入れたり，お茶のお供と
して食べられています。

こ
ん
だ
て

　５月３日は憲法記念日
です。憲法が決められ
使われるようになった日
です。学校でも決まりが
ありますね。その決まり
はなぜあるのか考える
日にしたいですね。

①にんじん，たまねぎ，しめじ，えだま
め，ソテードオニオン，にんにく③キャ
ベツ，きゅうり，コーン

　５月１日は八十八夜で
す。お茶の生産量は静
岡県が1位ですが，２０１
９年のお茶の産出額は
鹿児島県が全国1位に
初めてなりました。鹿児
島市では松元で多く生
産されています。

　あくまきは，端午の節
句には欠かせない鹿児
島の郷土菓子です。灰
を水にとかし，餅米を浸
して取り上げて竹の皮に
包んで3時間煮て作りま
す。きなこや黒砂糖をつ
けて食べます。

ひ
と
く
ち
メ
モ

エネルギー/たんぱく質

こどもの日
ひ

エネルギー/たんぱく質

炭水化物

③しらたき，にんじん，たまねぎ，きぬ
さや，しいたけ④らっきょう，きゅうり

①にんじん，ごぼう，たけのこ，しいた
け，えだまめ③たけのこ，にんじん，
ほうれんそう，スナップえんどう

たんぱく質
無機質
ビタミン

・
無機質

炭水化物
脂質
たんぱく質

③にんじん，たけのこ，つわぶき，だ
いこん，いんげん，こんにゃく④にら

脂質

無機質
ビタミン

・
無機質

ひ
と
く
ち
メ
モ

　フランスは農業国で，
チーズ，果物，野菜など
たくさん作っています。フ
ランスは料理だけでな
く，ボルドーワインや細
長いフランスパン，パイ
などのお菓子もとてもお
いしいです。

　魚へんに春と書いて鰆
（さわら）と読みます。鰆
やにしんやまだい，さよ
りなどは春においしい魚
と言われています。魚に
はEPAやDHAなど血液
をさらさらにする成分が
あります。

　今が旬の果物は，び
わ，いちご，キウイフルー
ツ，さくらんぼ，すもも，メ
ロンなどです。「朝の果物
は金」と言われます。果物
に含まれるブドウ糖や果
糖が脳や体のエネルギー
源となります。

　今が旬のらっきょう。奄
美大島や沖縄では少し
細い島らっきょうもありま
す。らっきょうには,血液
が固まるのを防ぐ成分
があるため,脳卒中や心
臓病にも良いそうです。

　５年生のときの家庭科
の学習をもとに，６年の
松原さんが考えた「春の
みそ汁スペシャル」で
す。田上小学校のみん
なに春の魅力を知っても
らいたいという理由で考
えました。

③たまねぎ，にんじん，しいたけ，た
けのこ，えだまめ④みかん，パイン，
もも，みかんかじゅう
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給食
きゅうしょく

　目標
もくひょう

　　　　　　　　　鹿児島市立田上小学校
月 火 水 木 金

　　　　　　　② 　　　　　　　② 　　　　　　　　　　　② 　　　　　　　②

④イタリアンサラダ ④ホイコーロー ④メロン ④かつおのはらがわ⑤そえやさい ④ひじきときくらげのいため

①ツイストパン③ベーコンとトマトのパスタ ①ごはん③ちゅうかコーンスープ ①バターパン③とうふのカレーいため ①ごはん③しんたまねぎのみそしる ①ごはん③こさんだけのにもの

☆はし ☆はし ☆はし
６５１ｋｃal/２７．２g 　６５１ｋｃal/２７．５g 　６０４ｋｃal/２６．７g 　６５３ｋｃal/２８．６g 　６３２ｋｃal/２６．５g

①ツイストパン③スパゲティ ①こめ③かたくりこ ①バターパン③さとう ①こめ③じゃがいも④かたくりこ ①こめ③じゃがいも，さとう

③あぶら ③ごまあぶら ③あぶら ④あぶら，ごま⑤マーガリン ③あぶら④ごま

③ベーコン，とりにく ③ベーコン，たまご，とうふ④ぶたにく ③ぶたにく，とうふ，さつまあげ ③とうふ，みそ，おから④かつおのはらがわ ③ぶたにく，あつあげ，さつまあげ④かつおぶし

②ぎゅうにゅう ②ぎゅうにゅう ②ぎゅうにゅう ②ぎゅうにゅう③わかめ ②ぎゅうにゅう④しらすぼし，ひじき

世界の料理（イタリア） 世界の料理（中国） 旬（メロン） 旬（新たまねぎ） 旬（こさんだけ）

　　　　　　　② 　　　　　　　　② 　　　　　　　② 　　　　　　　② 　　　　　②

④とうもろこし⑤みかんかじゅう ④てばもとのソースに⑤いんげんあえ ④かつおのしぐれに

①ミルクパン③ぎゅうにくとマロニーのいためもの ①ごはん③カラフルみそしる ①ごはん③かぼちゃのそぼろ ①たかなごはん③タイピーエン

☆はし ☆はし ☆はし
６６７ｋｃal/２６．２g ６６１ｋｃal/２７．４g ６６７ｋｃal/２３．２g ６６４ｋｃal/３０．８g ６０７ｋｃal/２４．１g

①ミルクパン③マロニー,さとう ①こめ③じゃがいも④はちみつ⑤さとう ①りんごパン③こめこ，じゃがいも④じゃがいも ①こめ③かたくりこ④さとう ①こめ③はるさめ

③あぶら，ごま ⑤ごま ③マーガリン ③あぶら ①ごま③ごまあぶら

③ぎゅうにく，たまご，さつまあげ ③とうふ，ベーコン，みそ④てばもと ③あさり，ベーコン④ベーコン ③とりミンチ，うずらたまご，あつあげ④かつおなまりぶし ①かつおぶし③ぶたにく，えび，いか，うずらたまご，かまぼこ

②ぎゅうにゅう ②ぎゅうにゅう③わかめ ②ぎゅうにゅう ②ぎゅうにゅう ②ぎゅうにゅう④しらすぼし

とうもろこし ６年２組中島さんが考えたみそ汁 お楽しみ給食 旬（かつお） 郷土料理（熊本県）

　　　　　　　②

④ポークフランク⑤むしキャベツ⑥ケチャップ

①たてわりパン③じゃがいもとベーコンのスープ

６６７ｋｃal/２６．２g
①たてわりパン③じゃがいも

③あぶら
③ベーコン，ウインナー④ポークフランク

②ぎゅうにゅう

ホットドッグ

ひ
と
く
ち
メ
モ

　イタリアの料理はパスタ，
ピザやグリッシーニ，カツレ
ツなどが有名で，味付け
は，トマトやチーズを使った
ものが多く見られます。

　中国の主食は，ごはんや
めん，饅頭です。箸と匙（さ
じ）を使いますが，中国の箸
は先まで同じ太さで長いも
のが多いです。

　メロンの名前は，ギリシャ
語のmelopeponからできま
した。日本へは，明治の文
明開花のころ，イギリスから
伝わったそうです。

　４月から５月にかけてや
わらかい新たまねぎが出回
ります。たまねぎには血液
をきれいにする効果があま
す。

　鹿児島県はたけのこの産
地です。孟宗竹から,こさん
だけ,からだけ,大名だけと
時期を移します。市内では
郡山地区で収穫されます。

③にんじん，たまねぎ，もやし，キャベ
ツ，きくらげ，こまつな，しょうが，にん
にく④メロン

エネルギー/たんぱく質

③にんじん，たまねぎ，きくらげ，えの
きだけ，こまつな，コーン④キャベツ，
にんじん，ピーマン，ふかねぎ，しょう
が，にんにく

③たまねぎ，にんじん，えのきだけ，
こまつな④しょうが⑤キャベツ，アス
パラガス

・
無機質

③にんじん，たまねぎ，マッシュルーム，
ほうれんそう，トマトダイズ，にんにく④ブ
ロッコリー，キャベツ，きピーマン，あか
ピーマン，ホールコーン，きゅうり

③にんじん，たまねぎ，こさんだけ，こ
んにゃく，さやいんげん④にんじん，
きくらげ，えだまめ

無機質
ビタミン

　とうもろこしは喜入で生産
が盛んです。今日はサニー
ショコラという品種です。とう
もろこしの粒の皮には食物
せんいが豊富です。

　６年の中島さんが考えた
「カラフルみそ汁」です。旬
のじゃがいもやアスパラな
どの野菜を使って栄養満点
なみそ汁を考えました。

　初がつおは五月の季語で
すが，最近は少し早く出
回っています。かつおは，タ
ンパク質やビタミン，鉄を含
む栄養価の高い魚です。

　熊本県の郷土料理の高
菜めしとタイピーエンです。
タイピーエンは，ガラスープ
に野菜や魚介，春雨が入っ
ためん料理です。

③にんじん，たまねぎ，チンゲンサ
イ，もやし，たけのこ，しいたけ，はね
ぎ，しょうが④とうもろこし⑤みかんか
じゅう無機質

こ
ん
だ
て

エネルギー/たんぱく質

炭水化物
脂質
たんぱく質
無機質
ビタミン

・
①たかなづけ③にんじん，たまねぎ，
キャベツ，きくらげ，もやし，にら，に
んにく

③にんじん，たまねぎ，コーン，パセ
リ④たまねぎ，パセリ，にんじん

　今月のお楽しみ給食は，
春が旬の新じゃがいもを
使っています。じゃがいもを
揚げてベーコンとシュレッド
チーズとあえて作ります。

③こまつな，にんじん，たまねぎ，グ
リーンアスパラガス④はねぎ，レモ
ン，アップルソース，にんにく，しょう
が⑤キャベツ，いんげん，もやし

③かぼちゃ，こんにゃく，にんじん，た
まねぎ，しいたけ，たけのこ，しょうが
④えだまめ，しょうが

ひ
と
く
ち
メ
モ

お楽しみ

給食

炭水化物
脂質
たんぱく質

令和３年度　５月

　　献立
こん      だて

予定表
よ     てい   ひょう

曜日

こ
ん
だ
て

衛生
えいせい

に気
き

を付
つ

けて食事
し ょ く じ

をしよう

ひ
と
く
ち
メ
モ

　ホットドッグは，ハンバー
ガーと同じアメリカ発祥の
料理です。サンドウイッチを
売っていた店がフランクフ
ルトをパンにはさんだのが
始まりです。

こ
ん
だ
て

エネルギー/たんぱく質

炭水化物
脂質
たんぱく質
無機質
ビタミン

③にんじん，たまねぎ，こまつな，し
めじ⑤キャベツ・

無機質

17 18 20 2119

25 26 27 2824

31






