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給食だより
平成２１年６月３０曰発行もみじ台小学校 月
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ラソチルームでの会食を行います
合回の会食では、学年で楽しく会食すること、会食のマナーを身につけること、食事の

大切さを知ることが目的です。学年毎に、栄養士より食指導を行います。学年が上がると

内容が少しずつステップアップします｡卒業する頃には、バランスの良い食事を自分で選

べるようになってほしいと願っています。

２学期には異学年との会食を、３学期には担任外の教職員を招いてバイキング形式で

の学年会食を予定しています。

＜曰程と指導内容＞

１年生～７月８曰（水）「食器のならべ方をおぼえよう」

２年生～７月Ｔ曰（火）「野菜を食べよう」

８年生～７月ｇ曰（木）「何でも食べよう～食べ物のひみつ～」

４年生～７月１０曰（金）「何でも食べよう～食べ物の８つの働き～」

５年生～７月１３曰（月）「じょうぶな骨をつくろう」

６年生～７月１４曰（火）「バランスよく食べよう」

合月の献立より（材料は３～４人分） ＜作り方＞

1．いもは、乱切りにして素揚

げしておく。
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おもな材斜

ごはんすぷだ１ ごはん／豚肉なたね油うずら卵たまねぎにんじんだけのごしいたけ

水 あげえびシユウマイ

きりぼしだいこんのサラダ

ピーマン／えびシユウマイなたね油／切り干し大根まくろにんじんもやし

きゅうＵみそ

ひやしたぬきうどん

バターボテト
＜だもの

２ ゆでうどんあさりえびにんじんしゅんきぐごぼう切り干し大根小麦粉

木 卵なたね油かまぼごほうれんそうながれきしいたげ／じゃがいもバター

砂穂牛乳／（りんご）

ドライカレー＜だもの

３
余 はいが米大麦バター豚肉たまねぎにんじんセロリー大豆ピーマン

ほうれんそうとコーンの-サラダ, レーズン小麦粉／ほうれんそうホールコーン／（プラム）

ごはんジンギスカン

たたききゅうりくだもの

園 ごはん／羊肉たまねぎもやしピーマンキャベツじゃがいもなだね油

月 りんご／きゅうり／（冷凍みかん）
汀くし匹へ

角食イタリアンスーーブ

おこのみあげ

７ 角食／ベーコンじゃがいもたまねぎにんじんホールコーンパセリ

火 マカロニ／あさりえびいかベーコンキャベツ切り干し大根ひじき

チョコクリーム 小麦粉卵なたね油／豆乳チョコレートココア砂糖コーンスターチバター

言碁お鍋簾
圓 ごはん／豚肉豆腐じゃがいもこんにゃくにんじんだいこんだまねき

水 ごぼうながれざみそ／いかしようが小麦粉かたくり粉なたね油／

おひたし ごまっなもやしかつおぶし

ゆであげスパゲティトマトソース

もやしのごまサラダ

＜おもの

図 スパゲティオリーブ油なだね油バセリベーコンえびあさりいか

木 厄まねきにんじんセロリー小麦粉トマト(缶詰）／ほうれんそうもやし

ホールコーンにんじんみそごま／（すいか）
こうやとう凪

ビビンノ〈高野豆腐のフライ

扣
金 はいが米大麦豚肉豆腐メンマにんじんほうれんそうもやし／高野豆腐

Ⅱ ね油／みかんパイン黄桃洋なし(以上缶詰）
５０カつ〃とん

中華丼
みそしる
くだもの

１３ ごはん豚肉えびいかうずら卵にんじんはくさいたまねきたけのこ

腰 チンゲンサイレいだけきくらげ／厚揚げごまつなたもざだけみそ／

(冷凍みかん）
。ｈ■畠ＵｊＵ

横割バンズフイッ.シユバーガー

４
火

１

バンズバンたらフライなだれ油／ホールコーンクリームコーンベーコン

コーンシチュー 尼まねきにんじんじゃがいもパセリ小麦粉バターなたね油チーズ牛乳

危いこんサラダ 豆乳／だいこんまくるきゅうりにんじん

１５ ごはん鶏肉オリーブ油じゃがいもか|ぎちやなた氾油さやいんげんスープカレー

§;;i惠つなとベーコンのサラダ
温州みかんゼリー

水 ぶなしめＵたまねぎセ□リーリんごトマト(缶詰）／ベーコンごまつな

もやし／温州みかんゼリー

ひやしラーメンきなごポテト

えだまめ

１６ ゆでラーメンハムもやしきゅうりホールコーンにんじん砂糖／

木 じゃがいもなだれ油きな粉砂糖／枝豆

１７ チキンウインナーライス

チンゲンサイのスープ

かぼちゃコロッケ

はいが米大麦バタートマトジユースチキンウインナーたまねぎにんじん

金 グリンピース／ベーコンチンゲンサイはるさめホールコーンノ

かぼちゃコロッケなだれ油

２０

“…z蕩街>…齋>壷…食>…＝Ｙｊｇｒ－＝ロ膳 海の曰

２１ 期トフランスバン
豆腐のミートソース

あさりのカリッとサラダ＜だもの

ソフトフランスバン／豆腐豚肉セロリーにんじんたまねぎグリンピース

火 チーズ小麦粉バターなたね油トマト(缶詰）／あさりなたね油きゅうり

キャベツにんじん／（冷凍みかん）

現か!'Ｒはんけんちんじる(みそ鴬）
鮭の南部あげくだもの

２２ はいが米大麦わかめどま／鶏肉豆腐こんにゃくにんじんだいこん

水 ごぼうながれざみそ／鮭小麦粉卵ごま油／（さぐらんぼ）

２３ ひやむきスバイシーポテト

＜だもの

ゆでひやむき油揚げしいたけかまぽごきゅうりながれき／じゃがいも

木 なたね油／（すいか）

２４

蕊鑪錨欝舗欝剥霞瓢欝鯏金 終業式

＊＜だものは変更になることがあります。

１日（水）・２日（木）・３曰（金）→６年生給食なし（修学旅行、休業曰）
１６日（木）→３年生給食なし（校外学習）

１７日（金）→オレンジ学級給食なし（休業曰）
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水 ごはんすぶだ

あげえびシユウマイ

きりぼしだいこんのサラダ

ごはん／豚肉なたね油うずら卵たまねぎにんじんだけのごしいたけ

ピーマン／えびシユウマイなたね油／切り干し大根まくろ｜こんじんもやし
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マカロニ／あさりえびいかベーコンキャベツ切り干し大根ひじき
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もやしのごまサラダ
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スパゲティオリーブ油なだね油バセリベーコンえびあさりいか

たまねぎにんじんセロリー小麦粉トマト(缶詰）／ほうれんそうもやし

ホールコーン｜こんじんみそごま／（すいか）
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こうやとう凪

ビビンバ高野豆腐のフライ
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中華丼
みそしる

くだもの

ごはん豚肉えびいかうずら卵|こんじんはくさいたまねぎだけのご

チンゲンサイレいだけきくらげ／厚揚げごまつなたもざだけみそ／

(冷凍みかん）

１４

火

Ｊ、､ムィノリ

横割バンズフィッシュバーガー

コーンシチュ－

危いこんサラダ

バンズバンたらフライなだね油／ホールコーンクリームコーンベーコン

たまねぎ|こんじんじゃがいもパセリ小麦粉バターなたね油チーズ牛乳

豆乳／だいこんまくるきゅうりｌこんじん
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水
スープカレー

§;;ij;!:つなとベーコンのサ
温州みかんゼリー

ラダ

ごはん鶏肉オリーブ油じゃがいもかぼちゃなたれ油さやいんげん

ぶなしめＵたまねぎセ□リーリんごトマト(缶詰）／ベーコンごまつな

もやし／温州みかんゼリー

１６

木

ひやしラーメンきなごポテト

えだまめ

ゆでラーメンハムもやしきゅうりホールコーンにんじん砂糖／

じゃがいもなだれ油きな粉砂糖／枝豆

１７

金

チキンウインナーライス

チンゲンサイのスープ

かぼちゃコロッケ

はいが米大麦バタートマトジユースチキンウインナーたまねぎにんじん

グリンピース／ベーコンチンゲンサイはるさめホールコーン／

が|託ちやコロッケなたね油
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ｾﾞﾃﾞﾉLjZiJトフランスバン
豆腐のミートソース

あさりのカリッとサラダ＜だもの

ソフトフランスバン／豆腐豚肉セロリーにんじんたまねぎグリンピース

チーズ小麦粉バターなたね油トマト(缶詰）／あさりなｊＥね油きゅうり
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水
!pか!'Ｒはんけんちんじる(みそ鴬）
鮭の南部あげくだもの

はいが米大麦わかめどま／鶏肉豆腐こんにゃくにんじんだいこん

ごぼうながねぎみそ／鮭小麦粉卵ごま油／（ごくらんぼ）
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木

ひやむきスバイシーポテト
＜涼羊､の

ゆでひやむき油揚げしいたけかまぽごきゅうりながれき／じゃがいも

なたね油／（すいか）
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