
基準650kcal 基準26.8ｇ

ｴﾈﾙｷﾞｰ（kcal) ﾀﾝﾊﾟｸ質（g）

1 2 3 4 みつばの日無償提供 5

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

ごはん ごはん 黒砂糖パン ご飯

うま塩豚汁 大根と昆布のスープ トマトクリームシチュー みつばのあっさりスープ

鮭のみそマヨ焼き 高野豆腐のオランダ煮 菜の花のソテー にらたっぷり豚キムチ

ひなあられ
599 28.7 638 27.3 626 26.8 602 23..8

8 9 10 11 12 6年生お祝い給食

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

ご飯 ご飯 ソフトフランスパン ご飯 コッペパン

サンラータン 具だくさんみそ汁 ジビエのミートスパゲティ ビーフストロガノフ 中華つくねスープ

さわらの甘酢あんかけ 牛肉と野菜のスタミナ炒め フルーツ白玉 かみかみミックス タンドリーチキン

バター（パンにつけてね） チョコクリーム（パンにつけてね）

662 29.1 695 22.8 641 27.2 657 25.1 604 32.8

15 16 17 18 19

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

ご飯 ご飯 食パン ご飯 ミルクパン

肉じゃが わかめスープ ミネストローネ カレーうどん 鮭とほうれん草のクリーム煮

チーズハンバーグ ビビンバ ツナとポテトのサラダ カマスフライ やさいチップス

焼きプリン
697 30.7 598 24.8 614 21.9 627 26.7 680 25.2

22 23 24 25 26

牛乳 牛乳 牛乳

麦ごはん チキンライス・お祝いケーキ ご飯

カレーライス 春野菜のポトフ ごまみそ煮

やさいのかぼマヨ和え ハムステーキ　 さばの煮つけ
641 23.5 603 22.3 644 31.5

たまねぎ、にんじん、セロリ
パイン、みかん、いちご

りんご、しめじ

　食べ物の働き

たまねぎ、にんじん、キャベツ
パセリ、トマト

米、ごま、サラダ油、ごま油

たまねぎ、にんじん、えだまめ
かぼす、りんご

にんじん、大根、もやし、えのきたけ
ねぎ、たまねぎ、ピーマン、りんご

食パン、じゃがいも、サラダ油
エッグケアマヨネーズ

牛乳、ツナ、(牛肉)、ヨーグルト

しいたけ、たまねぎ、にんじん、ねぎ

米、サラダ油、めん

牛乳、ぶた肉、さつまあげ
チーズ

牛乳、ベーコン、ウィンナー、ツナ

牛乳、とり肉、ぶた肉、卵

米、じゃがいも、さとう
サラダ油

こんにゃく、にんじん、たけのこ
いんげん、ごぼう、こまつな

ミルクパン、さつまいも、生クリーム
バター

にんじん、大根、ねぎ、もやし
ほうれんそう

牛乳、とり肉、うずら卵、さば、みそ

玉ねぎ、にんじん
キャベツ、えだまめ

ほうれんそう、にんじん、たまねぎ
マッシュルーム、パセリ、ごぼう

たまねぎ、にんじん、トマト
グリンピーズ、マッシュルーム

牛乳、牛肉、チーズ
いりこ、大豆

牛乳、とり肉、ぶた肉
ヨーグルト、大豆

コッペパン、さとう、はるさめ
じゃがいも

にんじん、たまねぎ、もやし
ほうれんそう、しめじ

米、でんぷん、さとう、ごま油

牛乳、たまご、さわら、ぶた肉
豆腐

緑（体の調子を整える）

米、じゃがいも、はるさめ
ごま油、さとう

みつば、にんじん、もやし
たまねぎ、キムチ（はくさい）

キャベツ

米、アーモンド、カシューナッツ
生クリーム、さとう

フランスパン、めん、白玉

にんじん、たまねぎ、たけのこ
ねぎ、きくらげ、えだまめ

米、サラダ油、じゃがいも

大根、にんじん、えのきたけ
しょうが、たまねぎ、しいたけ

ピーマン

米、サラダ油、じゃがいも、さとう

牛乳、ぶた肉、油あげ
みそ、鮭

米、じゃがいも、さとう
エッグケアマヨネーズ、サラダ油

にんじん、ごぼう、もやし、はくさい
えだまめ、ねぎ、たまねぎ

月 火

牛乳、牛肉、豆腐
わかめ、みそ

にんじん、たまねぎ、トマト
グリンピース、なのはな、キャベツ

コーン

黒砂糖パン、バター、生クリーム
ごま

牛乳、バター、チーズ
しか肉

金木

牛乳、ぶた肉、うずら卵
昆布、高野豆腐、とり肉

牛乳、とり肉、ベーコン
かにかまぼこ

牛乳、ぶた肉、とり肉
厚揚げ

赤（血や肉をつくる）

黄（熱や力の素）

水

牛乳、牛肉、わかめ、豆腐 牛乳、とり肉、かます
牛乳、鮭、ベーコン

チーズ

たまねぎ、にんじん、えだまめ
いんげん、こんにゃく、りんご

米、麦、じゃがいも、マヨネーズ 米、小麦、じゃがいも、生クリーム 米、さとう、サラダ油、ごま

・おはしはきれいに洗ったものを
もってきましょう

東稙田小学校

・牛乳は毎日つきます

・献立は都合により変更する場合があります 成長期の子どもたちの体の細胞は日々生まれ変わり、作られています。健康な体をつくるためには、成長期の食事が大切

になります。成長期にしっかり土台をかためるために、生活習慣を見直してみてください！

●３食きちんと食べていますか？

これから目に見えて成長していく子どもたちに
とって、大切なのは３度の食事です。 朝ご飯を

食べなかったり、１食でたく
さん食べたりせず、３食にわ
けてバランスよく食べてくだ
さい。

●手作り料理で安全・安心！

インスタント食品や冷凍食品はとても簡単で

便利ですが、その反面長期に保存できるように

食品添加物が使われています。どこで、どんな

ふうに作られているのか、どんな食材が使われ

ているかなど目にはみえず、不安なところもあ

ると思います。

自分の目で見た食材を使い、愛情込めて調理

した手料理が一番「安心・安全・おいしい」
料理です！

●運動をしていますか？

好き嫌いなく食べれても、運動をしないとどう

なるでしょうか?成長しないばかりか、太りすぎ

たり、筋肉も弱くなったりします。

できるだけ外に出て、

いい汗をかきましょう。

●栄養バランスはとれていますか？

成長期の子ども達はたくさんの栄養を摂取し

なければいけません。しかし、子どもたちの好

きな物ばかりや自分の好きな物・簡単に作れる

物ばかりを食事に出していては、栄養も味覚も

偏りがちになってしまいます。手のかかる根菜

や、調理したことのない食品でもどんどん

チャレンジして毎日の献立を

作ってください。

●よくかんで食べていますか？

よくかむと、脳に刺激を与え、働きも良くな

るというデータがあります。また、よくかむこ

とによって過食を防ぎ、消化も良くなります。

●塩分・糖分・脂質の摂りすぎ注意！

気をつけていないと、うっかり摂りすぎてしま
う塩分・糖分・脂質。しょうゆ、みそ、漬け物な
どにも塩分はふくまれているので、摂りすぎるこ
とが多いようです。病気の原因にもなりかねませ
ん。薄味を心がけてください。

☆３月３日はひなまつりです。3日（水）は、ひなまつりにちなんだメニューです。
子どもたちの健康を願い、実施したいと思います。

☆4日のみつばは、３月８日の語呂合わせの「みつばの日」にあわせ、毎年JA大分市みつば部会
より、大分市内の給食に無償提供していただいています。みつば部会のみなさん、ありがとう
ございます。

☆12日は6年生のみお祝い給食です。バイキング給食の代わりに、全校のメニューにいくつか
品目を増やした「お祝い給食」を実施します。6年生お楽しみに！

☆23日の給食は、学年の修了と新しい学年へ進級のお祝いとして、いつもよりちょっと豪華な

お祝いメニューです。最後の思い出になればいいなと思っています。

お別れ遠足
はし

はし

卒業式

はし

はし

１年が過ぎるのはあっという間で、気がつけば春を感じる３月です。昼間は暖かいですが、朝・夕とまだまだ寒いので、

体調を崩す人が多くなる季節でもあります。１年間のしめくくりの月に、元気に登校できるように、生活リズムを崩さな

いように心がけましょう。

☆3月は給食費の引き落
としはありません。
４月より引き落としが
再度始まりますので、
ご協力をお願いします。

はし

はし

はし

はし

修了式

はし

はし

はし



材料（４人分） 目安なので、分量はお好みで変えてください

ごはん 4 杯分

（酢飯用）

酢 大さじ２ 杯 ①合わせ酢を作って、冷ましたご飯に混ぜる

さとう 大さじ３と1/2 杯 ②にんじん、しいたけ、油揚げを千切りの半分程度の長さに切る

塩 ひとつまみ 　かんぴょうは水戻しし、1㎝幅程度に切る

（具材） 　菜の花は食べやすい大きさに切り、さっとゆでる

にんじん 1/5 本 ③水で、にんじん、しいたけ、かんぴょうを煮込み、ある程度

干ししいたけ 2～3 枚 　火が通ったら、調味料を入れ味付けをする

油揚げ 2 枚 ④酢飯に、③の具を混ぜ、菜の花を上にちらして出来上がり

かんぴょう（乾燥） 8 ｇ

薄口しょうゆ 小さじ２と1/2 杯

酒 小さじ１ 杯

さとう 大さじ１ 杯

みりん 小さじ１ 杯

大さじ２ 杯

菜の花 40 ｇ

水

☆作り方☆

≪今月のレシピ≫菜の花チラシ

春の香りのちらし寿司です。苦味のある菜の花も、さっとゆでると

苦味を抑えられます。

炒り卵やさくらでんぷを一緒にちらしても、彩鮮やかなちらし寿司に

なりますよ☆

やせればきれいになる、かっこよくなるとばかりに、雑誌やテレビなどでいろいろなダイエット方法が紹介されています。そのため、
本当は太っていないのに、必要のないダイエットを行う人が増えています。

食べ物を「おいしく」食べる行為は「舌」を使っています。舌には味覚を感じる機能が備わっ
ています。舌に異常が生じると食べ物の味がわからなくなったり、塩からかったり、濃い味つけ
でないと満足できなくなったりしてしまい、塩分の摂り過ぎにもつながります。

無理なダイエットによって、全体的に食事量
が少なくなるため、十分な栄養が摂取できなく
なります。そうすると、体にさまざまな悪影響
があらわれます。一時の過激なダイエットが将
来にわたって健康を害する事もあります！成長
期に体重が増えるのは自然な事です。逆に体重
が増えない・減少する事は異常な事です。
成長期は骨や筋肉をはじめ、体の基礎を築く

時期であるため、栄養のバランスの良い食事を
しっかりとる事が必要です。そして、適度な運
動で体をきたえ、十分な睡眠をとることが、将
来にわたって健康な体をつくることにつながり
ます。

普段の食事でも、意識しないと不足してしまいがちな栄養がたくさんあります。成長期の子
どもたちには、たくさんの栄養が必要になります。意識のもちようで、栄養がグッと変わりま
す！長期の休み中もぜひお家で、バランスのよい食事を心がけてください！

成長期はしっかり食べて体をつくる時期です。スポーツをしている人の中には、減量をして
いたり、体重をコントロールする競技をしている人もいるかもしれません。ダイエットと減量
は別物です。スポーツをしている人が行う減量は、計画的かつ長期的に行うもので、短期間で
過激に急激に行うものではありません。成長期に行う減量は、成長を妨げるものでもあっては
いけません。間違った知識では行わないようにしましょう。

・料理では薄味を心がける ・よく噛んで味わう
・偏食をしない ・外食や加工品に頼り過ぎない

・辛すぎるもの、熱すぎるものを過剰に食べない
・亜鉛を含む食べ物を意識してとる
・口で呼吸していないか気をつける

味覚異常に関係の深いと考えられている栄養素が「亜鉛」です。日本では多くの人が不足がち
と言われています。

「亜鉛」は加工食品や清涼飲料水などに使われる食品添加物の影響で、食べていても体の中で

うまく作用しない事もあります。加工食品や清涼飲料水を常に食べたり飲んだりしていないか、

注意が必要です。
食べ物から得た「亜鉛」が体の中で効果的に働くためにはビタミンやミネラル、たんぱく質な

どの栄養素をバランスよくとる事も大切です。

亜鉛を含む食べ物
しいたけ、ほたて、するめ、小魚類、たまご、高野豆腐、まいたけ、松のみ

わかめ、チーズ、ごま などなど


