
エネルギー

 ねつやちから  からだのちょうしを タンパク

 になる  ととのえる

ぷちまるごはん 牛乳 こめ むぎ さとう いわしおかかに たけのこ にんじん ねぎ 666 春の味

いわしのおかかに こんにゃく あぶら とりにく かつおぶし だいこん ごぼう　しいたけ 25.2 ○ たけのこは

たけのこのひこずり こめぬか こむぎこ あぶらあげ みそ 　『筍』と

おひめさんだごじる さつまいも （かつお・こんぶ） 書きます。

しょくパン(小) 牛乳 パン あぶら ぎゅうにく にんにく たまねぎ 648 いよいよ１年生の

スパゲティミートソース さとう ぶたにく にんじん ピーマン　パイン 給食がスタート

パインサラダ マーシャルビーンズ トマト キャベツ　きゅうり 22.0 します。

マーシャルビーンズ　 スパゲッティ 準備はいいかな?

さくらごはん　 牛乳 こめ むぎ ごま さけ ごはんわかめ キャベツ たくあんづけ 599 ほぐした鮭とワカ

たくあんのあえもの さとう ごまあぶら とうふ ぶたにく きゅうり だいこん ねぎ メをごはんにまぜ

ぶたじる じゃがいも あぶら みそ にんじん ごぼう 21.7 て、桜色のごはん

ひとくちりんごゼリー こんにゃく りんごゼリー （だしいりこ） しょうが を作ります。

セルフドッグ　 牛乳 パン さとう ソーセージ キャベツ たまねぎ 629 パンにケチャップ味

(フランクフルト） じゃがいも あぶら ベーコン にんじん チンゲンサイ のフランクフルトを

やさいスープ くろざとう いりだいず しめじ 24.4 自分ではさんで

こくとうビーンズ たべましょう。

ごはん 牛乳 こめ あぶら だいず ぶたにく キャベツ たまねぎチンゲンサイ 673 毎月19日前後に

キャベツたっぷりドライカレー じゃがいも さとう たまご ベーコン にんじん レーズン　コーン　えのき　 20.9 市産の

コーンとたまごのスープ でんぷん かんてん にんにく しょうが　みかんかじゅう 野菜を

てづくりみかんゼリー 紹介。

コッペパン 牛乳 パン じゃがいも ぶたにく だいず たまねぎ にんじん 628 給食では、強い歯を

ポークビーンズ さとう あぶら しらす トマト キャベツ 作るために、かみかみ

かみかみアーモンドサラダ アーモンド きゅうり 24.5 食品が登場します。

フルーツムース フルーツムース よくかんでください。

むぎごはん 牛乳 でんぷん こむぎこ ホキ ツナ とうふ しょうが たまねぎ ねぎ 611 芦北のあま～い

さかなのかばやき こめ むぎ あぶら あぶらあげ わかめ きゅうり えのきたけ サラダ玉ねぎを

たまねぎのツナあえ さとう ごま みそ にんじん 25.5 使って、ツナ

とうふとわかめのみそしる ごまあぶら （だしいりこ） あえを作ります。

しょくパン 牛乳 パン バター とりにく チーズ キャベツ たまねぎ 628 春キャベツと新

はるキャベツのクリームスープ あぶら じゃがいも いんげん ベーコン にんじん しめじ パセリ じゃがの献立。

ジャーマンポテト オリーブゆ さとう いりこ いりだいず にんにく 26.9 パンにポテトを

かみかみいりこナッツ アーモンド あおのり はさんでも。

ごはん 牛乳 こめ じゃがいも ぶたにく たまねぎ にんじん 698 春のじゃが芋で

しんじゃがのそぼろに こんにゃく さとう ぎゅうにく いんげん キャベツ そぼろ煮を作ります。

はるさめのすのもの あぶら はるさめ ちぎりあげ きゅうり コーン 23.0 ビタミンＣがたっぷり

きびなごフライ ごま きびなごてんぷら 入っています。

ぷちまるごはん 牛乳 こめ むぎ あぶら とりにく チーズ たまねぎ にんじん もも 676 みんなの大好き

チキンカレー じゃがいも りんご にんにく なカレーとフルーツ

フルーツミックス ゼリー しょうが パイン 19.6 ミックスのくみ

ふくじんづけ ふくじんづけ あわせです。

※献立・材料・実施の有無は都合により変更することがあります。ご了承ください。
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川上小学校
文責 吉田由美

≪こんげつのテーマ≫

～たのしくきゅうしょくをたべよう～

ご入学、ご進級おめでとうございます。
いよいよ期待がふくらむ新年度がはじまりました。今年度も、子どもたちの健やかな成長を支える、安

全でおいしい給食作りを目指して、給食室全員でがんばります。
子どもたちが早く学校生活に慣れ、給食が友達との楽しい食事時間、ホッとする時間になるように願っ

ています。

・川上小栄養教諭 1人

吉田 由美

・九州フードサプライセンター 8人

業務責任者 田﨑 よし子
業務副責任者 板井 京子
栄養士 友田 由美子
調理職員 上野 恵子
調理職員 今里 美保
臨時調理職員 田中 京子
臨時調理職員 山田 洋子
臨時調理職員 成松 靖代

今年度は、約6２０食の給食を･･･
パンの日（月・水） 6人、
ご飯の日（火・木・金）7人、

で作ります。

今年も、空っぽの食缶が
返ってくるようにみんなで
頑張ります。

よろしくお願いします。

①地産地消（市産品の活用）
１年間に約４０品目の市産品を使用予定です。

②季節ごとの行事食、旬の食材を使用
桃の節句や端午の節句、七夕、十五夜、冬至、

鏡開きなど、季節ごとの行事食を献立に取り入れ、

子どもたちに伝えます。

また、季節を感じられる旬の食材を献立に使い、

その紹介や育ちを学ぶ場として活用するなどの

工夫を行います。

③味の旅～オリンピックｄｅ味の旅～
毎月１回 ｛味の旅｝を実施します。

東京オリンピック・パラリンピックに向けて、

2019年は熊本出身のオリンピック出場選手の故郷を

2020年はオリンピック歴代開催地をめぐります。

各地に伝わる郷土料理や特産品など、さまざまな

食文化を紹介します。

④ひごまるデー（１９日は食育の日）
毎月19日を食育の日とし、その前後の日を

「ひごまるデー」として、熊本市産の野菜等を

取り入れたメニューを実施します。

⑤熊本市わくわく楽しい給食作品展入選献立、
川上っ子メニュー
夏休みを中心に募集される「熊本市わくわく

楽しい給食作品展の献立の部」に入選した献立を、
毎月、熊本市全部の小学校の給食で紹介しています。

また、川上小の子どもたちの考えた献立も紹介
しています。 お楽しみに！

オリンピックｄｅあじのたび

～あおきまゆみ～やまが・かもと


