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給食だより
平成２１年５月２９日発行もみじ台小学校

、

給食の残量を見て思うこと

もみじ台の子どもたちは、好き嫌いせずよく食べる子が多いようで、給食の残量は少

なめです。しかし、嫌いな物は－□も食べない子も見受けられます。ランチルームで気が

ついた時は声をかけますが、無理強いにならすに「食べてみようかな。」と思ってもらえ

るよう対応していきたいと思います。ご家庭でも、苦手な物を少しずつ食べられるよう

に応援してください。

もうひとつ気になることは、茶わんに盛るごはんや、野菜の和え物の残量が多めなの

は、給食当番の盛り付けが少ないことも原因だと思われることです。人数分均等に盛り

付けるのは意外と難しく、ごはんの盛り付けは力も要ります。そのため、どうしても盛り

方が少なくなるようです。時間内に均等に盛り付けられるようになるには、何度もやって

みるしかありません。学校では、１年生も給食当番を立派にできるようになってきました。

学級には、人数分ぴったりの量しかいきません。盛り残しが多いと必要な栄養が摂れな

いということを伝えていきたいと思います。ご家庭でも、たまに盛り付けの手伝いをさ

せてみてはいかがでしょうか。人数分に分けるにはどうすればよいか、算数の勉強にも

なると思います.

給食実習生が来ます！

１５曰（月）より１９曰（金）まで、酪農学園大学より３名の学生が実習に来ます。含回は実

習生の考えた献立は実施しませんが、子どもたちとふれあう機会もあると思います。ど

うぞよろしくお願いします。
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振替休業曰

バターロールボークシチユー

あさりのサラダ゛＜だもの

２ バターロールノ豚肉セロリーじゃがいもにんじんたまねぎさやいんげん

一火 小麦粉Ｊ<タートマト(缶詰）／あさりきゅうりキャベツにんじん／(りんご）
。、l'

ごIEi〔んつみれじる（みそ味）
チキンてりやきおひたし

３ ごはん／すり錫豆腐卵だいこんにんじんながれざみそ／鶏肉小麦粉

水 かたくり粉油／ほうれんそうはくさいかつおぶし

４ しおラーメンごまポテト

＜だもの

ゆ芒ラーメン豚肉メンマかまぼこもやしにんじんたまねぎはくさい

木 なかiiQきほうれんそうわかめ／じゃがいも油ごま砂糖／（冷凍みかん）

園 だけのごごはんみそしる

さけフライ＜だもの

はいが米大麦にんじん地だけのご油揚げしいたけグリンピース／厚揚げ

籍 だもの ごまつなたもざだけみそ／さけフライ油／（いちご）

にくじやが畳 ごはん／豚肉じゃがいもたまねぎにんじんしらたきちゃいんげん

_月 くだも① しいだけたもきだけ／いか小麦粉卵油／（冷凍みかん）
こつｎＩ Ｉニ

コツベバン豆腐のチリソーース煮
ストローボテトサラタＰ＜だもの

９ コツベバンノ豆腐えび卵油にんじんながれきしいだけグリンピース／

火 くだもの ハムキヤベツきゅうりホールコーンじゃがいも油／（りんご）
剛廷とん

豚丼５Ｉ>そしる
ごまあえ

１０ ごはん豚肉小麦粉かだくＵ粉油グリンピース／もやし油揚げみそ／

水 ごまつなはくさいごま
二七＜

五目うどんボテトグラッーtョ
＜だもの

１１

木

ゆでうどん鶏肉油揚げかまぼこにんじんほうれんそうごぼうながねぎ

しいたけだもきだけ／じゃがいも砂糖バター牛乳／（メロン）旭
金 ボバイピラフ

とうふ

豆腐ナゲツト
フルーツサワー

はいが米大麦バターベーコンにんじんだまねきホールコーン

ほうれんそう／豆腐鶏肉たまねぎ卵かたくり粉油／みかんパイン黄桃

洋なし夏みかん(以上缶詰）ヨーグルト砂糖

１５ ごはんえびいかあさりじゃがいもにんじんたまねぎセロリーりんごシーフードカレー二
扉

１
７

ごまつなとベーコンのサラダ
＜だもの

グリンピース小髪粉バター油チーズ／ベーコンごまっなもやし／

(りんご）
くつ〕７～Iシよく あじ

患寵蔦ワンタンスーーープ(しょうゆ味）１６ 需角食／ワンタン豚肉にんじんほうれんそうもやしメンマながれき／

火 たら小麦粉卵クラッカーパン粉油／枝豆、
水 親子丼白花豆コロッケ

きゅうりのみそだれ

ごはん卵鶏肉にんじんたまねぎだけのごながれきたもきだけしいたけ／

白花豆コロッケ油／きゅうりみそ砂糖

ゆであげスパゲティミートソース

あつあげサラダ＜だもの

1.8 スパゲティ油パセリ豚肉だまねきにんじん大豆セロリー小菱粉バター

木 チーズトマト(缶詰）／厚揚げ油キャベツきゅうりにんじん／(冷凍みかん）

1９ いりご菜めし

ぷ定じる

はいが米大麦しらす干しごま葉だいこん／豚肉豆腐じゃがいも

金 こんにゃくにんじんだいこんだまねきごぼうながねぎみそ／ちくわ

ｻﾞ チーズノハ霧粉ごま卵漁

鶏ミックス丼みそしる
くだもの

２２ ごはん鶏肉小麦粉かたくり粉油厚揚げにんじんたまねぎだけのこ

il-≦鳶迄 しいたけ／キャベツ油揚げみそ／（冷凍みかん〕

２３ 背割コツペセノｌＰドツク
ボテトクリーム煮
アスバラとコーンのソテー

コッペパン／チキンウインナー／ベーコンじゃがいもたまねぎ小麦粉

火 バターチーズ牛乳豆乳パセリ／

ホールコーングリーンアスバラガスバター
こつ咽

ごはんマーーーボー豆腐
ししやものからあげナムル

２４

水
ごはん／豆腐豚肉にんじんながれきしいだけみそかたぐり粉／

子持ちししやも小護粉かたくり粉油／ほうれんそうもやしにんじん
１Jいのｈ、

冷麺あおのりポテト
＜だもの

２腰 ゆごラーメンハムにんじんきゅうりホールコーンみそだまねきごま／

木 じゃがいも油青のり／（りんご）船
余 ヘルシーライス はいが米大麦豆腐まくるにんじんごぼうしいだけグリンピース／ハム

ハムとコーンのフリツター ホールコーンたまねぎ小麦粉牛乳卵油／みかんパイン黄桃洋なし

コルーツカワ〒几 薄みかん(､11-儒詰１

かきあげ弾みそしる
いそあえ

２９ ごはんえびあきりたまねぎにんじんご(談うしゆんきくひじき

|房 切り干し大根小麦粉卵油／たまねぎ油揚げだもきたけわかめみそ／
ごまっなもやしのり

三'四つか

RME〔ストバン中華コーンスープ
豚肉とナッツのソテー＜だもの

卯
火 ツイストバン／クリームコーン卵だもざだけしいたげきくらげはるさめ

ほうれんそう／豚肉じゃがいもカシユーナッツ油ピーマン／（冷凍みかん）

＊＜だものは変更になることがあります。
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豚丼みそしる
ごまあえ

ごはん豚肉小麦粉かだくＵ粉油グリンピース／もやし油揚げみそ／
戸託つ汽廿ぐ六ハヲー
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本
五目うどんボテトグラツセ

＜だもの

ゆでうどん鶏肉油揚げかまぼこにんじんほうれんそうごぼうながねぎ

しいたけだもきだけ／じゃがいも砂糖バター牛乳／（メロン）

１２

金

ボバイピラフ
とうふ

豆腐ナゲツト
フルーツサワー

はいが米大麦バターベーコンにんじんだまねきホールコーン

ほうれんそう／豆腐鶏肉７Eまねき卵かたくり粉油／みかんパイン黄桃
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１５

月
シーフードカレー

ごまつなとベーコンのサラダ
＜だもの

ごはんえびいかあさりじゃがいもにんじんたまねぎセロリーりんご

グリンピース小鬚粉バター油チーズ／ベーコンごまつなもやし／

(りんご）

１６

火
暴露蔦

あじ

ワンタンスープ(しょうゆ味）
白身魚のクラッカーあげえだまめ
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きゅうりのみそだれ

ごはん卵鶏肉にんじんたまねぎだけのごなかjlelきたもき』Eけしいだけ／

白花豆コロッケ油／きゅうりみそ砂糖
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木

ゆであげスパゲティミートソース

あつあげサラダ＜だもの
スパゲティ油パセリ豚肉だまねきにんじん大豆セロリー小麦粉バター

チーズトマト(缶詰）／厚揚げ油キャベツきゅうりにんじん／(冷凍みかん）
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はいが米大麦しらす干しごま葉だいこん／豚肉豆腐じゃがいも

こんにゃく｜こんじんだいこんだまねきごぼうながねぎみそ／ちくわ
二qE-デノ''三雪ｌ１ｑ－ナ才１，ﾐﾛｺ

２２

月

鶏ミックス丼みそしる
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ごはん鶏肉小麦粉かたくり粉油厚揚げにんじんたまねぎだけのこ
しい)Ｅけ／キャベツ油塲'ずみぞ／（冷溥(ｦＷＷｉハ
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火
背割コツペセノｌＰドツク
ボテトクリーム煮
アズパーラン司一シのり〒－

コッペパン／チキンウインナー／ベーコンじゃがいもたまねぎ小麦粉

バターチーズ牛乳豆乳パセリ／

ホールコーングリーンアスパラガスバター

２４

水
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ごはんマーボー豆腐
ししやものからあげナムル
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冷麺あおのりポテト

＜だもの

ゆごラーメンハムにんじんきゅうりホールコーンみそだまielざごま／

じゃがいも油青のり／（りんご）
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ヘルシーライス

ハムとコーンのフリツター
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はいが米大麦豆腐まくるにんじんごぼうしいだけグリンピース／ハム

ホールコーンたまねぎ小麦粉牛乳卵油／みかんパイン黄桃洋なし
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切り干し大根小麦粉卵油／たまねぎ油揚げだもきたけわかめみそ／
～才つうn・羊、ＪｂＩ〃のい

３０

火
:払延ストバン中華コーンスープ
豚肉とナッツのソテー＜だもの

ツイストバン／クリームコーン卵だもざだけしいたげきくらげはるさめ

ほうれんそう／豚肉じゃがいもカシユーナッツ油ピーマン／（冷凍みかん）


