
令和３年度　４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

　　　　　　　　　⑥マイティソース ⑤おむすびころんちょ

④クノーデル⑤むしキャベツ ④きよみオレンジ ④ミネラルたっぷりふりかけ

①バーガーパン③しろはなまめのスープ ①なのはなごはん③あおさのすましじる ①ごはん③しんじゃがとたけのこのにもの

☆はし ☆はし
エネルギー（ｋｃal）/たんぱく質（ｇ） 　６６７ｋｃal/２１．０g ６１５ｋｃal/２６．９g ５９７ｋｃal/２３．９g

炭水化物 おもにエネルギーの ①バーガーパン③こむぎこ ①こめ，さとう ①こめ③じゃがいも

脂質 もとになる食品（き） ③マーガリン④あぶら ①あぶら ③あぶら④ごま
たんぱく質 おもに体をつくるもとに ③ベーコン，しろはなまめ④クノーデル ①たまご，ぶたミンチ③とうふ，とりにく ③とりにく，あつあげ，さつまあげ④かつおぶし

無機質 なる食品（あか） ②ぎゅうにゅう ②ぎゅうにゅう③あおさ ②ぎゅうにゅう④しらすぼし，あおのり

ビタミン おもに体の調子を

・ 整えるもとになる
無機質 食品（みどり）

入学式・始業式 白花豆 清見オレンジ おにぎり

② 　　　　　　　② 　　　　　　　② 　　　　　　　②

③コーンサラダ ③アスパラとベーコンのいため

④さつまいもといりこのあめがらめ ④マチェドニア

①バターパン③とうふのちゅうかに ①むぎごはん③ポークカレー ①ミルクパン③トマトパスタ ①なかよしどん
☆はし

　６７６ｋｃal/３０．６g 　６５８ｋｃal/２２．０g 　６６８ｋｃal/２５．６g ６１７ｋｃal/２７．２g
炭水化物 ①バターパン③かたくりこ④さつまいも，みずあめ ①むぎ，こめ③じゃがいも④はちみつ ①ミルクパン③スパゲティ④ナタデココ ①こめ，むぎ

脂質 ③ごまあぶら④あぶら ③あぶら ③マーガリン ①あぶら③オリーブオイル
たんぱく質 ③とうふ，ぶたにく，かまぼこ，いか，えび，うずらたまご ③ぶたにく，だいずミート，きんときまめペースト ③ぶたにく，ウインナー ①ぶたにく，たまご，あぶらあげ，ちくわ③ベーコン

無機質 ②ぎゅうにゅう④にぼし 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③こなチーズ ②ぎゅうにゅう

ビタミン

・
無機質

たけのこ 1年生給食スタート 世界の料理（イタリア） なかよし丼 開校記念遠行

　始業式

　入学式

①しょうが，なのはな③にんじん，た
まねぎ，えのきだけ④きよみオレンジ

③にんじん，はくさい，たまねぎ，たけ
のこ，しいたけ，しょうが

き

あ
か
み
ど
り

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にんじん，きゅうり，キャベツ，
コーン

③にんじん，あおピーマン，たまね
ぎ，マッシュルーム，にんにく，トマト
ピューレ④みかん，パイン，もも，なつ
みかん，レモン

ひ
と
く
ち
メ
モ

　仙巌園の島津邸にある孟
宗竹の林は,島津第２１代
藩主,島津吉貴が１７３６年
にはじめて琉球国（沖縄）
から竹を取り寄せ植えたも
のです。ここが,日本の孟宗
竹の発祥地といわれていま
す。

　今日から1年生の給食が
始まります。初めて給食を
経験する1年生もいるかもし
れませんね。給食では,食
べたことのない料理が出て
くるかもしれません。チャレ
ンジしてくださいね。

　イタリア料理は，地中海の
食事として，ギリシャ，スペ
イン，モロッコと共に，ユネ
スコの無形文化遺産に登
録されました。イタリアのナ
ポリは，鹿児島市と同じよう
な風景が見られます。

　今年度も新しい学年がス
タートし１週間が経ちまし
た。新しい一歩を，仲良く楽
しく踏み出してほしいという
気持ちで，豚肉と卵（鶏）の
仲良し丼です。仲良くおいし
く食べてくださいね。

　開校記念（明治９年４月
１５日）にちなんで，田上小
と縁の深い西郷隆盛ゆかり
の地を訪ねます。塩おにぎ
りと漬け物だけの弁当を持
たせてください。自分でおに
ぎりを作ってもいいですね。

①にんじん，たまねぎ，はねぎ，しい
たけ④グリーンアスパラガス，たまね
ぎ，にんじん

エネルギー/たんぱく質

エネルギー/たんぱく質

き

あ
か
み
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り

こ
ん
だ
て

開校
か い こ う

記念
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　　献立
こ ん だ て

予定表
よ て い ひ ょ う 協力

きょうりょく

して給食
きゅうしょく

の準備
じゅんび

や片付
かたづ

けをしよう

曜日

こ
ん
だ
て

ひ
と
く
ち
メ
モ

③わりぼしだいこん，にんじん，たけ
のこ，こんにゃく，しいたけ，さやいん
げん

　新１年生のみなさん，入
学おめでとうございます。そ
して進級したみなさん，おめ
でとうございます。新しい気
持ちを大切にして楽しんで
チャレンジしてください。

　白花豆とは名前のとおり，
白い花が咲き，真白な豆が
できます。ミネラルが豊富
で，鉄分，タンパク質，食物
せんいが豊富な豆で高級
な和菓子に使われます。

　清見オレンジは，タンゴー
ルの一種で，この清美オレ
ンジをもとにデコポンができ
たそうです。味は温州みか
んで，オレンジの香りがしま
す。収穫は1月から４月にか
けて収穫されています。

　来週は開校記念遠行で
す。そこで，今日はおにぎり
作りの練習です。おむすび
ころんちょにごはんをのせ，
ふりかけをかけて作ってく
ださい。家で作るときはラッ
プを使って作ってください。

③にんじん，たまねぎ，パセリ，コー
ン，にんにく⑤キャベツ
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給食当番の給食着は，その

週の当番の子供たちが持ち帰り

ます。お手数ですが，洗濯（可

能であればアイロンがけまで）

をして週明けに学校へ持たせて

くださいますようお願いいたし

ます。（欠席の場合は，近くの

子供に持たせてください。）

本校では，マイ箸
の使用をお願いして
います。献立表をお
子さんと確認の上，
準備していただきま
すようお願いします。
また，マスクも毎日
取り替えていただき
ますようお願いしま
す。

マイ箸・マスクの準備

をお願いします。

８ ９６ ７

月1回配布する献立表には，
給食の内容や使用する食材な
どを掲載しています。献立に
て，子供たちが普段学校でど
のようなものを食べているの
か，ご確認ください。また，
ご家庭でも普段から給食の話
題を取り上げていただければ
幸いです。

学校給食は，栄

養バランスのとれ

た食事を子供たち

に提供することに

より，子供の健康

保持増進，体力の

向上を図っていま

す。また，栄養補

給だけでなく，「生

きた教材」として給

食時間，各教科や

特別活動，総合的

な学習の時間等に

おいて活用され，

食育を推進する役

割を担っています。



令和３年度　４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

④みたらしだんご ④たっちゃんのみそがらめ ④えびとはるやさいのいため ④バンサンスウ ④いわしのかぼすレモンに

①こめこパン③たけのことつわのたまごとじ ①ごはん③さわにじる ①くろざとうパン③にくうどん ①ごはん③ジャージャンどうふ ①ごはん③じゃがいものにもの

☆はし ☆はし ☆はし
　６２０ｋｃal/２６．９g 　６１４ｋｃal/２1．８g 　６００ｋｃal/２６．６g 　６６１ｋｃal/２５．７g 　６８９ｋｃal/２５．０g

炭水化物 ①こめこパン③さとう④しらたまだんご，さとう ①こめ③じゃがいも ①くろざとうパン③うどん ①こめ③かたくりこ，さとう④はるさめ ①こめ③じゃがいも，さとう，かたくりこ

脂質 ③あぶら ④あぶら，ごま ③あぶら④ごまあぶら ③ごまぶら ③あぶら
たんぱく質 ③とりにく，とうふ，たまご，さつまあげ ③あぶらあげ④すなぎも，ちゃうけみそ ③ぎゅうにく④えび ③ぶたミンチ，あつあげ，だいずミート，あかみそ ③ぶたミンチ，だいずミート，あつあげ④いわしのかぼすレモンに

無機質 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 ②ぎゅうにゅう

ビタミン

・
無機質

校内食育の日 沢煮汁 春が旬の食べ物 世界の料理（中国） かぼす

　　　　　　② 　　　　　　　②　 　　　　　　　　　②　　　 　　　　　　　②

④きびなごのカリカリ⑤もやしのソテー ④てづくりいちごケーキ ④おいわいデザート

①ごはん③めんえきりょくアップみそしる ①ミルクパン③はるやさいのポトフ ①タコライス③もずくいりたまごスープ

☆はし ☆はし
６４２ｋｃal/３０．７g ６１１ｋｃal/１９．９g ６７１ｋｃal/２７．０g ６９６ｋｃal/２７．１g

炭水化物 ①チーズパン③ラーメン ①こめ③さつまいも ①ミルクパン③じゃがいも④こむぎこ，さとう ①こめ③かたくりこ④かぼちゃプリンタルト

脂質 ③あぶら④ごま ④あぶら ④マーガリン ①あぶら
たんぱく質 ③ぶたにく，やきぶた④ぎょうざ ③とうふ，あぶらあげ，さつまあげ，むぎみそ④きびなご ③ぶたにく，ウインナー④たまご ①ぎゅうミンチ，ぶたミンチ，だいずミート③とうふ，たまご

無機質 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スキムミルク ①シュレッドチーズ②ぎゅうにゅう③もずく

ビタミン

・
無機質

お楽しみ給食 ６年宇都さんが考えたみそ汁 苺（いちご） 昭和の日 郷土料理（沖縄）

昭和
し ょ う わ

の日
ひお楽

たの

しみ

給
きゅう

　食
しょく

③しょうが，ごぼう，にんじん，たまね
ぎ，しいたけ，はねぎ④キャベツ，ス
ナップえんどう

③にんじん，たまねぎ，たけのこ，え
だまめむきみ，しいたけ，きくらげ，
しょうが，にんにく④きゅうり，にんじ
ん，もやし

エネルギー/たんぱく質

こ
ん
だ
て

③にんじん，たまねぎ，しらたき，いん
げん，しいたけ，しょうが　④レモンか
じゅう

　沖縄県の郷土料理は，タ
コライスや海ぶどう，ゴーヤ
チャンプルー，沖縄そば，
ソーミンチャンプルーなどが
あります。また，もずくも沖
縄の地場産物です。もずく
にはミネラルがたっぷりで
す。

こ
ん
だ
て

エネルギー/たんぱく質

き

あ
か
み
ど
り

③にんじん，キャベツ，たまねぎ，も
やし，はねぎ，コーン，きくらげ，にん
にく，しょうが

ひ
と
く
ち
メ
モ

　お楽しみ給食は，その月
の献立の中でみなさんがワ
クワクする献立です。今日
の献立はドイツ料理で,鹿児
島県では徳之島や沖永良
部,長島などでたくさん収穫
されるじゃがいもを使った料
理です。

　今日は，5年生のときの家
庭科の学習をもとに,6年の
宇都さんが考えた「免疫力
アップみそ汁」です。田上小
のみんなが病気にかから
ず健康に過ごしてほしいと
いう理由でみそ汁を考えま
した。

　いちごは，甘くて酸っぱい
ビタミンCがたっぷり含まれ
た春を代表する果物です。
鹿児島県では曽於，川薩，
出水，日置が産地です。い
ちごは，江戸時代にオラン
ダの人によって長崎に伝わ
りました。

　昭和の天皇が亡くなった4
月29日を「みどりの日」とし
ていましたが，昭和という名
前を残そうということで，み
どりの日から昭和の日にな
りました。昭和から平成そし
て令和と時代が進んでいま
す。

③こまつな，しいたけ，にんじん，たま
ねぎ⑤もやし，にんじん

③にんじん，たまねぎ，キャベツ，し
めじ，セロリー，グリーンアスパラガス
④いちごペースト

①にんじん，たまねぎ，にんにく，しょ
うが③たまねぎ，にんじん，チンゲン
サイ

　　献立
こ ん だ て

予定表
よ て い ひ ょ う 協力

きょうりょく

して給食
きゅうしょく

の準備
じゅんび

や片付
かたづ

けをしよう

　校内食育の日は,鹿児島
県の郷土料理や地場産物
を取り入れた献立です。給
食のお米は鹿児島県が開
発した「あきほなみ」という
品種を使っています。６年
連続特Aという評価のお米
を使っています。

　沢煮とは，煮物の種類の
一つで，魚介などを薄味の
たっぷりした汁でごぼうや
にんじんなどの野菜を煮た
料理です。ごぼうなどの根
菜類には食物せんいがたっ
ぷり入っています。

　春が旬の食べ物は,じゃが
いも，たけのこ,春キャベツ,
グリーンアスパラ,わかめ,に
ら,新たまねぎ,スナップエン
ドウ，カツオ,サワラ,トビウオ
などがあります。今日のス
ナップエンドウは鹿児島産
です。

　世界の料理から中国料理
です。中国は，領土が広い
ため，大きく北京料理，四
川料理，広東料理，上海料
理の四つに分かれていま
す。特に四川料理は寒い地
方なので，辛い料理が多い
です。

　かぼすは，大分県で多く
生産されています。かぼす
と良く似たすだちは，徳島
県が産地です。かぼすは，
テニスボールぐらいの大き
さで，さわやかな酸味があ
ります。

き

あ
か
み
ど
り

③たまねぎ，たけのこ，にんじん，つ
わぶき，キャベツ，えだまめむきみ，
しいたけ

③にんじん，だいこん，ごぼう，しらた
き，しいたけ，はねぎ④しょうが

ひ
と
く
ち
メ
モ

曜日
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