
令和３年度　３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

④ぶたにくとゴーヤのスタミナあげ ④シュウマイ ④ひなあられ⑤1しょくきざみのり

①ごはん③5年生が考えたみそしる ①ミルクパン③コーンラーメン ①ちらしずし③なのはなのすましじる

☆はし ☆はし ☆はし
エネルギー（ｋｃal）/たんぱく質（ｇ） 　６３２ｋｃal/２２．７g 　６３１ｋｃal/２９．６g ６２５ｋｃal/２４．５g ６年生はおはし

炭水化物 おもにエネルギーの ①こめ④かたくりこ，さとう ①ミルクパン③ラーメン ①こめ，さとう④ひなあられ

脂質 もとになる食品（き） ④あぶら，ごま ③ごま ①あぶら
たんぱく質 おもに体をつくるもとに ③あぶらあげ，みそ④ぶたにく，たまご ③ぶたにく，やきぶた④シュウマイ ①とりにく，かまぼこ，たまご③とうふ，かまぼこ，あぶらあげ

無機質 なる食品（あか） ②ぎゅうにゅう ②ぎゅうにゅう③わかめ ①しらすぼし②ぎゅうにゅう⑤きざみのり

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）

リクエスト 5年3組大山心愛さんが考えたみそ汁 チンゲンサイ ひなまつり ６年生特別給食

　　　　　　　② 　　　　　　　② 　　　　　　　② 　　　　　　　② 　　　　　　②

③はくさいのにびたし

④ハンバーグのデミグラソース ④ロースハムとほうれんそうのソテー ④さんしょくごまあえ ④いわしのしょうがに

①バーガーパン③カレースープに ①おやこどんぶり ①こくとうパン③さんさいうどん ①ごはん③とりにくとだいこんのにもの ①ごはん③ぶたじる
☆はし ☆はし ☆はし ☆はし

６２６ｋｃal/２９．２g 　６１５ｋｃal/２４．０g 　５８４ｋｃal/２７．０g ６２３ｋｃal/２２．５g ６４５ｋｃal/２７．８g
炭水化物 ①バーガーパン③じゃがいも，かたくりこ ①こめ ①こくとうパン③うどん ①こめ③じゃがいも④さとう ①こめ③じゃがいも

脂質 ③あぶら ①あぶら ④あぶら ③あぶら④ごま ③あぶら
たんぱく質 ③ウインナー，ミックスビーンズ④ハンバーグ ①とりにく，たまご，かまぼこ，あぶらあげ ③とりにく，うずらたまご，さつまあげ④ロースハム ③とりにく，あつあげ ③ぶたにく，あつあげ，みそ④いわし

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③こんぶ ②ぎゅうにゅう

ビタミン

・
無機質

カルシウム 旬（白菜） 山菜 食事マナー 郷土料理（豚汁）

１位 ２位 ３位

　学校遠足です。１～５年生
はお弁当を持ってきてくださ
い。おにぎりなど自分で
作っても楽しいですね。６年
生は，バイキング給食がコ
ロナ禍のため実施できませ
んので，特別な給食を計画
しています。

学校遠足

あ
か
み
ど
り

エネルギー/たんぱく質

１～５年生は弁当

６年生は特別給食

き

　１日にとりたいカルシウム
量は８～９歳で６５０～７５０
ｍｇです。牛乳1本（２００ｍ
ｌ）には，約２２０ｍｇのカル
シウムが含まれているので
約１／３も補給できます。

ひ
と
く
ち
メ
モ

エネルギー/たんぱく質

き

あ
か
み
ど
り

シチュー２３日

③にんじん，だいこん，ごぼう，はね
ぎ，こんにゃく，しいたけ，しょうが

①にんじん，たまねぎ，はねぎ，えの
きだけ，しいたけ③はくさい

　和食は箸を使いますが，
世界には，国や民族，宗教
などにより食べ方は様々
で，主に「手を使う」「はしを
使う」「ナイフ，フォーク，ス
プーンを使う」の3つに分け
られます。

　6年生のリクエストから豚
汁です。豚汁は鹿児島県の
郷土料理です。この豚汁は
寒い時，豚肉から出た脂が
汁の表面をおおい，冷めに
くくしてくれます。また，疲れ
た体をいやす効果もありま
す。

りんごパン１６日

わかめごはんカレー💛日

ABCスープ１８日

③にんじん，しいたけ，だいこん，こん
にゃく，いんげん④ほうれんそう，キャ
ベツ，にんじん

ひ
と
く
ち
メ
モ

　ひなまつりは,「桃の節句」
と言われます。中国では,桃
には悪いものを払う力があ
ると考えられていたそうで
す。ひなまつりには,ひなあ
られやひし餅,よもぎ餅など
を食べる習慣があります。

③はくさい，ほうれんそう，かぼちゃ，
れんこん，にんじん，たまねぎ④しょう
が，にがうり，うめ

こ
ん
だ
て

　ゴーヤは夏の野菜なので
今は収穫されませんが，た
くさんとれる時期に冷凍に
して保存していたものを使
いました。にがうりの料理
は，他の学校でもリクエスト
に挙がっているそうです。

③にんじん，たまねぎ，さんさい，は
ねぎ④ほうれんそう，にんじん，たま
ねぎ，コーン

③にんじん，たまねぎ，キャベツ，セ
ロリー，えだまめ④しめじ，マッシュ
ルーム，ソテードオニオン，たまねぎ

　冬が旬の白菜。鍋物によ
く使われます。また，漬物に
したり，韓国ではキムチ漬
けにしたりします。白菜には
カリウムがたくさん含まれる
ので，塩分を体の外に出し
てくれる働きがあります。

　山菜は山などに自然には
えているもので，野菜は畑
などで人工的に育てたもの
です。雪がとけた後の３月
ごろから５月ごろまでが収
穫の時期で，春を味わうこ
とができる食材です。

①にんじん，ごぼう，たけのこ，かん
ぴょう，しいたけ，きぬさや③しいた
け，えのきだけ，にんじん，こまつな，
なのはな

③にんじん，キャベツ，たまねぎ，も
やし，はねぎ，コーン，にんにく，しょう
が

　家庭科で学習したことをも
とに，5年生に田上小のみ
んなを健康にする給食のお
味噌汁を考えてもらいまし
た。今日は5年3組児童が
考えた「免えき力アップいろ
どりお味噌汁」です。

　チンゲンサイは，鹿児島
市の吉田のアグリタウンと
いう所で収穫されたもので
す。アグリタウンでは，ビ
ニールハウスで小松菜やに
がうり，菜の花などを生産し
ています。

　　献立
こ ん だ て

予定表
よ て い ひ ょ う

曜日

こ
ん
だ
て

　　　１年間
ねんかん

の給食
きゅうしょく

時間
じかん

の過
す

ごし方
かた

をふり返
かえ

ろう

かぼちゃプリンタルト22日 フルーツポンチ17日

小食 春巻き

ガリガリ君デザート

豚汁１１日

パン

ごはん 鶏飯２２日

ココア揚げパン２３日 きなこ揚げパン

温食

ゴーヤと豚肉のスタミナ揚げ１日 から揚げ４日

10 11

４

７ ８ ９

６年生のリクエスト給食

給食委員

会が，６年

生にリクエス

ト給食のア

ンケートを

とってくれま

した。

もう一度食べたい！
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令和３年度　３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

　　　　　　　　⑥マヨネーズ

④いりこまめ ④たんかん ④つぶマスタードサラダ ④てりやきチキン⑤ブロッコリー

①ミルクパン③シャーレンどうふ ①ぎゅうどん③5年生が考えたみそ汁 ①りんごパン③たらこスパゲティ ①ミルクパン③ABCスープ

☆はし
　５８７ｋｃal/３３．３g 　６４３ｋｃal/２４．６g 　６４９ｋｃal/２７．６g 　６６１ｋｃal/２０．５g 　６１２ｋｃal/２７．４g

炭水化物 ①ミルクパン④くろざとう ①こめ，さとう ①りんごパン③スパゲティ④さとう ①こめ，むぎ，じゃがいも③さとう，ナタデココ ①ミルクパン③マカロニ

脂質 ③ごまぶら ①ごまあぶら ③あぶら④オリーブオイル，ねりごま ①あぶら ③あぶら⑥マヨネーズ
たんぱく質 ③とうふ，えび，ぶたにく④ローストだいず ①ぎゅうにく，あぶらあげ③とうふ，あぶらあげ，みそ ③たらこ，ベーコン，とりにく ①とりにく，だいずミート，きんときまめ ③とりにく④チキンパティ

無機質 ②ぎゅうにゅう④にぼし ②ぎゅうにゅう ②ぎゅうにゅう ①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

ビタミン

・
無機質

カミカミメニュー 5年2組上原莉桜さんが考えたみそ汁 リクエスト お楽しみ給食 リクエスト

　　　　　　　② 　　　　　　　②

　　　　　　　　⑤かぼちゃプリンタルト ③もりのシチュー
④さつまあげとキャベツのいため

①あまみのけいはん③スープ ①ココアあげパン

エネルギー（ｋｃal）/たんぱく質（ｇ） 　６５９ｋｃal/２４．１g 　６６６ｋｃal/２５．２g （給食当番へお願い）
炭水化物 おもにエネルギーの ①こめ④さとう⑤かぼちゃプリンタルト ①パン，ココア③こむぎこ，くり，じゃがいも，さつまいも

脂質 もとになる食品（き） ④あぶら ①あぶら③マーガリン
たんぱく質 おもに体をつくるもとに ①とりにく，たまご④さつまあげ ③ベーコン，ミートボール，とりにく

無機質 なる食品（あか） ①きざみのり②ぎゅうにゅう ②ぎゅうにゅう③こなチーズ

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）

春分の日 リクエスト リクエスト 卒業式 1年間の給食

　お腹がすいていると，つい
ついよくかまないで食べて
しまう人はいませんか。よく
かんで食べると，口の中に
だ液がたくさん出て，だ液
が消化を助け，食べ過ぎを
防ぐ働きをしてくれます。

　5年2組児童が考えた「春
キャベツとお花見のコラボ
みそ汁」です。旬の春キャ
ベツとお花見を表現する桜
の形のにんじんを入れまし
た。学級に1個だけ入ってい
ます。

こ
ん
だ
て

③にんじん，たけのこ，はくさい，しい
たけ，チンゲンサイ，しょうが，にんに
く

エネルギー/たんぱく質

き

あ
か

　学校給食はみなさんが元
気に成長できるように，エネ
ルギーや栄養素を考えて
作っています。苦手な食べ
物があっても，体のために
と一口ずつでもがんばって
食べてくれました。

　6年生のリクエストABC
スープです。3年生から6年
生は外国語活動や外国語
でアルファベットを学習して
いますね。スープの中に自
分の名前のアルファベット
を探してみてくださいね。

③にんじん，たまねぎ，えのきだけ，
はねぎ，にんにく④もやし，ブロッコ
リー，きゅうり，にんじん，コーン

修了式

　　　１年間
ねんかん

の給食
きゅうしょく

時間
じ か ん

の過
す

ごし方
かた

をふり返
かえ

ろう

お楽しみ

給食

ひ
と
く
ち
メ
モ

　春分の日は,昼と夜の長さ
が同じで,太陽が真東から
昇り,真西に沈みます。春分
の日を中心に前後3日間を
「お彼岸」と言います。お彼
岸にはおはぎが食べられま
す。

　奄美大島の郷土料理「鶏
飯」です。田上小では，洗浄
した鶏ガラと骨付き鶏肉，
深ねぎとしょうがを入れて
鶏飯のスープを作ります。
また鶏飯の具もパパイヤ漬
けを使って作っています。

　6年生にとって，田上小最
後の給食になります。給食
室では毎日みなさんが元気
に明るく育っていけるように
という願いをこめて作ってき
ました。リクエストからココア
揚げパンです。

　いよいよ卒業式です。6年
生はどんな想いでしょう
か？ランドセルが大きく見
えた1年生の頃。いつの間
にか大きくなった6年生。中
学校に行っても感謝する気
持ちを忘れず,がんばってほ
しいです。

①しいたけ，にんじん，パパイヤづけ
③はねぎ，しょうが④コーン，キャベ
ツ，にんじん，ほうれんそう

③にんじん，たまねぎ，ブロッコリー，
えだまめ，マッシュルーム，にんにく

春分の日

③にんじん，たまねぎ，キャベツ，パ
セリ，コーン⑤ブロッコリー

　　献立
こ ん だ て

予定表
よ て い ひ ょ う

曜日

こ
ん
だ
て

み
ど
り

①にんじん，たまねぎ，しらたき，ふ
かねぎ，にんにく，しょうが③キャベ
ツ，だいこん，にんじん，もやし，こま
つな，はねぎ④たんかん

エネルギー/たんぱく質

き

あ
か
み
ど
り

ひ
と
く
ち
メ
モ

①にんじん，たまねぎ，えだまめ，しょ
うが，にんにく，アップルソース③み
かん，パイン，もも

　りんごパンです。世界には
いろいろなパンがあります。
フランスはクロワッサンや
バケット，イタリアはピザや
グリッシーニ，インドはナン
やチャパティ，ロシアはピロ
シキなどがあります。

　今日の給食に入っている
果物には，ビタミンCがたっ
ぷり含まれています。ビタミ
ンCは体の抵抗力を高め，
かぜ予防に役立つほか，皮
膚を健康にしてくれる効果
もあります。

卒業式

14 15 16 17 18

22 232

あなたの1年間の食生活はどうでしたか？次のチェック項目を見て，でき

ていること，できていないことを確認してみましょう。

25

１～５年生は，

給食着を洗濯して，

２５日(金）に持っ

て来てください。。

24

あなたの食生活をふりかえってみましょう。

チェックがつかなかった項目は，どうしてで

きていなかったのかを考えてみましょう。






