
令和３年度　６月 　　　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あげどうふのごまみそかけ ④ごぼうのカミカミ ④ぶたにくのうめしゅに ④オクラときゅうりのツナまぜ

①わかめごはん③よしのじる ①ミルクパン③とうふのオイスターソースいため ①ごはん③かみなりじる ①ごはん③筑前煮
☆はし ☆はし ☆はし

エネルギー（ｋｃal）/たんぱく質（ｇ） 　６３３ｋｃal/２２．８g 　６０１ｋｃal/２６．２g 　６９９ｋｃal/３０．２g 　６６７ｋｃal/２６．４g
おもにエネルギーの ①こめ③かたくりこ④さとう ①ミルクパン③さとう,かたくりこ④こむぎこ ①こめ③じゃがいも④さとう ①こめ③じゃがいも，さとう④さとう

もとになる食品 ③あぶら④ごま ③ごまあぶら④あぶら,ごま ③ごまあぶら④あぶら ③あぶら④ごま

おもに体をつくるもとに ③とりにく，とうふ，あぶらあげ④あつあげ，あかみそ ③ぶたにく，とうふ，えび ③とりにく，とうふ，みそ④ぶたにく，うずらたまご ③とりにく，あつあげ，ちくわ④ツナ

なる食品 ①わかめ②ぎゅうにゅう ②ぎゅうにゅう④しらすぼし ②ぎゅうにゅう ②ぎゅうにゅう

おもに体の調子を

整えるもとになる

食品

歯と口の健康週間 豆腐 カミカミメニュー 旬（梅） オクラ

　　　　　　　② 　　　　　　　② 　　　　　　　② 　　　　　　　②

④なつみかんサラダ
④シュウマイ⑤えだまめ ④きゅうりともずくのすのもの ④ちくわのいそべあげ

①ミルクパン③タンタンメン ①ごはん③ぶたにくとあつあげのみそいため ①くろざとうパン③ミックスひじき ①むぎごはん③チキンカレー

☆はし ☆はし
　６４９ｋｃal/２７．２ｇ 　６５５ｋｃal/２５．７g 　６６５ｋｃal/２８．３g 　６５７ｋｃal/２２．２g エネルギー（ｋｃal）/たんぱく質（ｇ）

①ミルクパン③ラーメン，かたくりこ，さとう ①こめ③かたくりこ，さとう④はちみつ ①くろざとうパン③じゃがいも，さとう④こむぎこ ①むぎ，こめ③じゃがいも④はちみつ おもにエネルギーの
③ごまあぶら，ごま ③ごまあぶら ③あぶら④あぶら ③あぶら④あぶら もとになる食品
③ぶたミンチ，あかみそ④シュウマイ ③ぶたにく，あつあげ，あかみそ ③とりにく，ロースハム，あぶらあげ④ちくわ，たまご ③とりにく，だいずミート，きんときまめ おもに体をつくるもとに
②ぎゅうにゅう ②ぎゅうにゅう④もずく ②ぎゅうにゅう③ひじき④あおのりこ，こなチーズ ②ぎゅうにゅう③こなチーズ，スキムミルク なる食品

枝豆 きゅうり 梅雨 夏みかん 公開研究会

　出水（鹿児島県）では夏み
かんの生産が盛んです。日
向夏は宮崎県，はっさくは
広島県，ｼｰｸﾜｰｻｰが沖縄
県の特産物になっていま
す。

　公開研究会には,たくさん
の先生方が国語と算数の
授業を見に来ます。給食室
よりみなさんの頑張りを応
援しています。

　きゅうりの９５％は水でカ
リウムやカロテンも含むの
で,水分補給源としてとても
良い食材です。きゅうりだけ
でなくすいかも水分が多い
ので,熱中症予防に取り入
れたい食材です。

　梅雨になると，気温や湿度が
高くなり食中毒が発生しやすく
なります。給食を食べる前と後
にはしっかり石けんで手を洗っ
てください。給食室では２回手洗
いをしてアルコール消毒をして
気を付けています。

　枝豆は，野菜として食べら
れる豆です。他にも，そら豆
やスナップえんどう，さやえ
んどう，さやいんげんなどが
あります。枝豆は，熟すと大
豆になります。

ひ
と
く
ち
メ
モ

③にんじん，たまねぎ，えだまめ
むきみ，しょうが，にんにく，アッ
プルソース④キャベツ，きゅう
り，にんじん，あまなつ

③にんじん，たまねぎ，コーン，
えだまめむきみ，しいたけ

③しょうが，にんにく，しいたけ，
きくらげ，はくさい，にんじん，ふ
かねぎ，もやし，チンゲンサイ⑤
えだまめ無機質

ビタミン
・

公開研究会

③たまねぎ，にんじん，たけの
こ，チンゲンサイ，しいたけ，え
のきだけ，しょうが，にんにく④
ごぼう

③にんじん，ごぼう，こんにゃく，
れんこん,たけのこ，しいたけ，
いんげん④オクラ，きゅうり

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
あおピーマン，あかピーマン，き
ピーマン

　豆腐には,大豆のおいしさ
と栄養が詰まっています。
そして,大豆に含まれる栄養
成分が消化・吸収しやすい
状態になっています。今日
は豆腐を揚げた揚げ豆腐
です。

　今週は歯と口の健康週間
です。食べたいものをおい
しく食べるためには，歯と口
の健康が大切です。よくか
むことは唾液がたくさん出
るので，歯や体の健康につ
ながります。

炭水化物
脂質

たんぱく質
無機質

エネルギー/たんぱく質

　今日の給食の「ごぼうの
カミカミ」はよくかむ料理で
す。よくかむことは，①消化
を助ける②脳の働きを良く
する③むし歯を防ぐ④肥満
を防ぐ効果があります。

　　献立
こ ん だ て

予定表
よ て い ひ ょ う

曜日

こ
ん
だ
て

よくかんで食
た

べよう

エネルギー/たんぱく質

ひ
と
く
ち
メ
モ

炭水化物
脂質

たんぱく質
無機質
ビタミン

・
無機質

　梅の実が熟し始めるころ，
日本の雨季が始まることか
ら，梅雨入りという呼ばれ
方をするようになったと言わ
れます。6月,お店には梅干
しや梅酒づくりにと梅の実
が出回ります。

　オクラは,明治のころ日本に
入ってきました。栄養的にも優
れていて，カルシウム，鉄，ビタ
ミンA，Cが多く含まれています。
鹿児島県では指宿市で多く生産
されています。

おもに体の調子を整え
る　もとになる食品

③しょうが，たけのこ，たまね
ぎ，にんにく，にんじん，キャベ
ツ，こまつな，しいたけ④きゅう
り，レモンかじゅう

こ
ん
だ
て

③ごぼう，にんじん，だいこん，はね
ぎ，しいたけ，こんにゃく④さやいんげ
ん，しょうが

10 11７ ８ ９

４３２１

よくかんでたべよう

食事の時によくかむとよい効果がたくさんあります。

食べ物をよくかむと唾液がたくさん出て，口の中の食べ

かすを洗い流したり口の中を酸性から元の状態に戻した

りして，むし歯を防ぎます。そして，食べ物が細かく砕

かれるため，唾液と混ざりやすくなり，消化・吸収がよ

くなります。また，ゆっくり時間をかけてよくかむと，

脳が満腹になったと感じて，食べ過ぎを防ぐこともでき

ます。そして，かむことであごの周りの血管や神経が刺

激されて，脳の働きも活発になります。

消化・吸収を

助ける
むし歯予防

腸の働きを

活発に

満腹になり

やすい



令和３年度　６月 　　　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 　　 　　   　②

③わりぼしだいこんのにもの

④すいか ④だいずもやしのちゅうかあえ ④とりにくのマヨネーズやき ④カンパチのうめふうみ

①ミルクパン③じゃがいものベーコンに ①むぎごはん③マーボーなす ①バターパン③サンラータン ①パパイヤピラフ ①ごはん③ぶたじる
☆はし ☆はし

　６３６ｋｃal/２２．５g 　６１８ｋｃal/２１．４g 　６１９ｋｃal/３２．２g 　６６２ｋｃal/２４．６g 　６８２ｋｃal/２８．６g
①ミルクパン③じゃがいも，さとう ①むぎ，こめ③かたくりこ，さとう④さとう ①バターパン③かたくりこ ①こめ，むぎ③じゃがいも ①こめ③じゃがいも④かたくりこ，さとう

③あぶら ③ごまあぶら④ごま，あぶら ③ごまあぶら ①ごま，ごまあぶら ③あぶら④あぶら，ごま

③ベーコン ③ぶたミンチ，とうふ，だいずミート，あかみそ ③とりにく，とうふ，いとかまぼこ④とりにく ①ベーコン③ぶたにく，ちくわ，あつあげ ③ぶたにく，あつあげ，みそ④カンパチ

②ぎゅうにゅう ②ぎゅうにゅう④わかめ ②ぎゅうにゅう④シュレッドチーズ，こなチーズ ①しらすぼし②ぎゅうにゅう ②ぎゅうにゅう

旬（すいか） 旬（なす） 健康 パパイヤ 校内食育の日

　　　　　　　　② 　　　　　　　②　 　　　　　　　　② 　　　　　　　② 　　　　　　②

④レモンドレッシングサラダ ④きゅうりのむんじょ⑤てんつゆ ④はるさめのすのもの ④ももゼリー

①ミルクパン③なすとベーコンのスパゲティ ①かきあげどん③みそけんちんじる ①ごはん③ぶたにくととうがんのみそに ①ビビンバ③わかめスープ

☆はし ☆はし
６８４ｋｃal/２７．５g ６９７ｋｃal/１７．８g ６６０ｋｃal/２６．８g ６７３ｋｃal/２３．６g ６５０ｋｃal/２５．８g

①ミルクパン③スパゲティ④はちみつ ①こめ，こむぎこ③じゃがいも④さとう ①バーガーパン ①こめ③さとう④さとう，はるさめ ①こめ，さとう④ももゼリー

③マーガリン④オリーブオイル ①あぶら④ごま ③あぶら⑥１しょくマヨネーズ ③あぶら④ごまあぶら ①ごまあぶら③ごま

③とりにく，ベーコン ③とうふ，みそ ③ベーコン，ラビオリ④とりにく　 ③ぶたにく，あつあげ，うずらたまご，みそ ①ぎゅうにく③うずらたまご，とうふ

②ぎゅうにゅう③こなチーズ，スキムミルク ②ぎゅうにゅう④こんぶ 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

レモン けんちん汁 お楽しみ給食 とうがん 旬（桃）

　　　　　　　　② 　　　　　　　②　 　　　　　　　②　

④アセロラポンチ ④チンジャオロース ④わかめちゃんサラダ

①ミルクパン③チャオホアイツアイ ①ごはん③ワンタンスープ ①バターパン③とりにくとじゃがいものクリーム

６０３ｋｃal/２４．４g ６４６ｋｃal/２５．３g ６３５ｋｃal/２６．０g
①ミルクパン③はるさめ④ゼリー ①こめ④さとう ①バターパン③じゃがいも，こむぎこ，さとう

③ごまあぶら ③ごまあぶら，ごま④あぶら ③マーガリン④あぶら，ごま

③ぶたにく，かまぼこ ③ベーコン，ワンタン④ぎゅうにく ③とりにく，とうふ，いとかまぼこ④とりにく

②ぎゅうにゅう ②ぎゅうにゅう ②ぎゅうにゅう③スキムミルク，チーズ，クリーム，わかめ

アセロラ 世界の料理（中国） わかめ

お楽
たの

しみ

③なす，たまねぎ，にら，にんじ
ん，たけのこ，きくらげ，しょう
が，にんにく④だいずもやし，ほ
うれんそう

よくかんで食
た

べよう

③きくらげ，しいたけ，にんじ
ん，たけのこ，こまつな，しょうが
④たまねぎ，あおピーマン，あ
かピーマン，きピーマン

　2年の生活科では「おいしいや
さいになあれ」という単元で野菜
を学級園で育てています。夏に
収穫できる野菜は，オクラやな
す，ミニトマト，にがうりなどで
す。

ひ
と
く
ち
メ
モ

　　献立
こ ん だ て

予定表
よ て い ひ ょ う

曜日

エネルギー/たんぱく質

③にんじん，たまねぎ，なす，ダイスト
マト，ほうれんそう，にんにく，トマト
ピューレ④きゅうり，キャベツ，にんじ
ん，コーン，レモンかじゅう

炭水化物
脂質

たんぱく質
無機質

　□　心と体の健康を維持できる。

　□　食べ物の選択や食事づくりができる。

　□　日本の食文化を理解して伝えられる。

・
無機質

①きのこ，かぼちゃ③にんじん，
ごぼう，だいこん，こんにゃく，は
ねぎ④きゅうり

こ
ん
だ
て

③にんじん，たまねぎ，コーン，
こまつな，マッシュルーム，えだ
まめむきみ④すいか

エネルギー/たんぱく質

　すいかは英語で「ウォーターメ
ロン」と言われるように，９０％
以上が水分です。果汁にカリウ
ムが含まれているため，余分な
塩分を体から排出してくれま
す。

炭水化物
脂質

たんぱく質
無機質
ビタミン

・
無機質

ビタミン

　今が旬の桃，奄美大島の大和
村ではすももの生産が盛んで
す。すももはそのまま食べても
おいしいですが，紅茶パックと
砂糖を入れて煮てもおいしいで
す。

　毎月１９日は食育の日となっ
ています。今日は鹿児島県の郷
土料理「豚汁」です。豚汁は豚
肉と野菜類を煮込んでみそで調
理します。豚肉から出る脂で冷
めにくいのが特徴です。

③こまつな，にんじん，たまねぎ，
キャベツ，パセリ⑤キャベツ

③こんにゃく，にんじん，だいこ
ん，ごぼう，はねぎ，しいたけ，
しょうが④ねりうめ

　3年の体育科では,「毎日の生
活と健康」という単元を学習しま
す。健康な毎日をおくるために
は,バランスの良い食事を残さず
食べることが大切です。

　奄美大島では，青パパイヤを
野菜として利用することが多い
です。パパイヤには，たんぱく
質を分解する酵素があるので，
肉類と一緒に料理すると柔らか
く仕上がります。

①にんにく，にんじん，ほうれんそう，
だいこん，だいずもやし③たまねぎ，
にんじん，こまつな，えのきだけ

③とうがん，にんじん，こんにゃく，き
ぬさや④にんじん，きゅうり，もやし

①パパイヤづけ，しそ，はねぎ
③こんにゃく，にんじん，たまね
ぎ，いんげん，しいたけ，わりぼ
しだいこん

給食
きゅうしょく

ひ
と
く
ち
メ
モ

　今レモンがブームです。飲み
物でも調味料としても，爽やか
な香りとすっきりとした味わいで
とても人気があります。今日はド
レッシングにレモン果汁を使い
ました。

　けんちん汁は，鎌倉時代の禅
寺である建長寺が発祥と言わ
れています。精進料理はごぼう
やにんじんなどの根菜類が多く
入り，豆腐や油揚げなども入り
ます。

　お楽しみ給食です。鶏肉を砂
糖，しょうゆ，みりんに漬けて
オーブンで焼きます。スープは
ガラスープにたくさんの野菜を
入れて煮込みます。さて，今日
の給食は何でしょう。

　とうがんは，冬の瓜と書きます
が，夏が旬の野菜です。冬まで
貯蔵できることからこの名前が
つきました。皮をむきカットして
からでも冷凍ができます。

こ
ん
だ
て

こ
ん
だ
て

エネルギー/たんぱく質

炭水化物
脂質

ひ
と
く
ち
メ
モ

　アセロラはビタミンCをたくさん
含んだ果物です。ビタミンCに
は，疲れをいやしたり，病気の
予防，美肌に効果があると言わ
れています。

　世界の料理から中国料理で
す。中国のはしは，日本のはし
よりも長く先端まで同じ太さに
なっています。汁物などは，さじ
を使って食べます。

　わかめは古事記や万葉集の
時代から日本人に親しまれてい
る海藻です。わかめは，海の中
の布という意味で，若布と漢字
で書きます。

③にんじん，ブロッコリー，たま
ねぎ，マッシュルーム，コーン
④きゅうり，キャベツ，コーン

・
無機質

　□　感謝の気持ちをもつ。

たんぱく質
無機質
ビタミン ③にんじん，たまねぎ，はくさい，もや

し，たけのこ，こまつな，しいたけ，
しょうが，にんにく④もも，みかん，パ
イン，アセロラ，ピオーネ

③にんじん，たまねぎ，もやし，こまつ
な，きくらげ，しょうが④にんじん，た
けのこ，たまねぎ，あおピーマン，あ
かピーマン，にんにく

　□　食事の重要性や楽しさを理解できる。

14 15 16 17 18

22 23 24 2521

2928 30

６月は食育月間

今月は食育月間です。食べること

は生涯にわたって続く大切なもので

す。食育で育てたい食べる力につい

て考えてみましょう。




