
４月の目標

小学校 中学校

１群 ２群 ３群 ４群 ５群 ６群

肉・魚・卵・大豆 乳製品・海草・小魚 緑黄色野菜 その他の野菜・果物 穀類・芋・砂糖 油脂・種実類

ごはん 牛乳　 こめ 645 871

9 蒸しぎょうざ ぎょうざ 24.9 32.7

バンサンスウ にんじん キャベツ　きゅうり はるさめ　さとう ごま

木 マーボーどうふ ぶたにく　とうふ　あかみそ にんじん　ねぎ たまねぎ　たけのこ　しいたけ さとう

お花見寿司 たまご 牛乳 きぬさや 桜の塩漬け こめ 677 865

10 さよりの磯香フライ さより あおのり こむぎこ あぶら 25.1 30.8

春野菜ののり酢和え のり アスパラガス　にんじん キャベツ　もやし さとう

金 たけのこの白みそ汁 とうふ　しろみそ にんじん　ねぎ たけのこ　たまねぎ　えのきたけ

パン 牛乳 パン 624 774

13 ミートパンのぐ だいず　ぎゅうにく　ぶたにく たまねぎ　えだまめ パン粉 26.9 32.4

こふきいも じゃがいも

月 豆と野菜のスープ とりにく　いんげんまめ にんじん　ほうれんそう たまねぎ　セロリ

ヨーグルト ヨーグルト

わかめごはん 牛乳　わかめ こめ 622 800

14 とりのから揚げ とりにく でんぷん あぶら 24.3 30.3

野菜のごま和え にんじん キャベツ　もやし さとう ごま

火 とうふ汁 とうふ にんじん　こまつな たまねぎ　えのきたけ　しいたけ ふ

ごはん　 牛乳 こめ 638 829

15 手作りチキンカレー とりにく にんじん　グリンピース たまねぎ　りんご じゃがいも　こむぎこ バター 19.3 23.8

ツナサラダ ツナ にんじん キャベツ　きゅうり さとう あぶら

水 いちご いちご

パン　 牛乳 パン　 627 797

16 手作りいちごジャム いちご さとう 26.3 32.7

ぶた肉のマスタード炒め ぶたにく にんじん　ピーマン たまねぎ

木 コーンポタージュ 牛乳 にんじん　パセリ とうもろこし　たまねぎ じゃがいも

ごはん 牛乳 こめ　 699 871

17 鰆の竜田揚げ さわら さとう　でんぷん あぶら 25.2 30.4

わかめの酢の物 わかめ にんじん キャベツ　もやし さとう

金 新たまねぎのみそ汁 とうふ　みそ にんじん　こまつな たまねぎ　しめじ

お祝いデザート クレープ

パン　 牛乳 パン　 608 768

20 しいたけハンバーグ ぎゅうにく　ぶたにく　とうふ たまねぎ　しいたけ　たけのこ パン粉 26.1 32.4

カミカミサラダ にんじん　こまつな きりぼしだいこん　もやし さとう あぶら

月 キャベツとわかめのスープ わかめ にんじん キャベツ　たまねぎ　しめじ

ごはん　 牛乳　 こめ 573 739

21 ふわふわ丼の具 とりにく　たまご　とうふ にんじん　ねぎ たまねぎ ふ 22.7 28.3

春キャベツのごま和え にんじん　ほうれんそう キャベツ　きゅうり さとう ごま

火 いちご いちご

ごはん 牛乳　 こめ　 678 873

22 チキンチキンごぼう とりにく ごぼう　えだまめ さとう　でんぷん あぶら 23.3 28.6

野菜のこんぶ和え こんぶ にんじん キャベツ　きゅうり さとう

水 やかましいみそ汁 とうふ　あぶらあげ　みそ わかめ にんじん　こまつな たまねぎ　しめじ さつまいも

ごはん 牛乳 こめ 572 727

23 あじの塩焼き あじ 27.0 32.9

たけのこの土佐煮 さつまあげ　かつおぶし にんじん たけのこ さとう

木 とり汁 とりにく　なまあげ にんじん　こまつな ごぼう　しめじ　たまねぎ

春の食材（桜・さより・キャベツ・アスパラガス・たまねぎ・たけのこ）をたくさん使った季節の献立です。さよりは「細魚」とも表記され
るように、姿形が針のように細い魚です。旬は冬から春と言われていますが、場所によっては秋にも獲れるようです。

季節の献立

豆類・乳製品

季節の果物

海藻・野菜

肉類・いも類

おもに体を作るもとになる

令和２年度４月

二島学校給食共同調理場　給食予定献立表

（二島中） 学校給食目標を知ろう
※牛乳は毎日つきます。

おもに体の調子をととのえる ｴﾈﾙｷﾞｰ（kcal）・たんぱく質（ｇ）

家庭でとりたい食品

行事食・旬の献立等

献　立　名
材　　　　　料　　　　　名

おもにエネルギーのもとになる

入学・進級おめでとうございます。学校給食は小学生・中学生の皆さんが健やかに成長することを願って、栄養バランスの良い食事を心がけています。
中華料理

季節の果物

海藻・果物

ジャムがとろりとするためには果物に含まれる「ペクチン」という食物せんいに酸と糖が合わさってはじめてゼリー化したジャムになりま
す。このジャムは地元でつくられた生のいちごを使って作るぜいたくなジャムです。味わっていただきましょう。

小魚・緑黄色野菜

カミカミメニュー

魚類・豆製品

ブックランチ

乳製品・果物

魚類・いも類

季節の果物

果物・魚類

人気メニュー

肉類・果物

お祝い献立

魚類・乳製品

ご入学、ご進級おめでとうございま

す。桜の花の便りとともに、今年も新し

い学年がスタートしました。
二島学校給食共同調理場では、安心・

安全で、おいしい給食をみなさんに食べ
てもらえるように、給食室一同力を合わ
せ、愛情を込めて作りたいと思います。
１年間よろしくお願いします。

「ふしぎなたけのこ」よりブックランチ

山奥の村に住む男の子たろが、たけのこを掘りに行くと、上着を掛けておいたたけのこが突然伸びはじめました。たろがとびつく

と、たけのこはたろをのせたままぐんぐん伸びて、雲より高くなります。村の人たちは、たろを助けるために、たけのこを切り倒し、

倒れたたけのこをたどっていきました。するとたろが倒れていたそばには初めて見る海が……。絵巻のように展開する絵本です。



小学校 中学校

１群 ２群 ３群 ４群 ５群 ６群

肉・魚・卵・大豆 乳製品・海草・小魚 緑黄色野菜 その他の野菜・果物 穀類・芋・砂糖 油脂・種実類

ゆかりごはん 牛乳　 ゆかり こめ 625 797

24 ぶた肉とキャベツのみそ炒め ぶたにく　あかみそ にんじん キャベツ　たまねぎ　たけのこ さとう あぶら 26.9 32.3

（キャベツがたべたいのです）

金 うどん汁 とりにく　あぶらあげ にんじん　ねぎ たまねぎ　しいたけ うどん

アップルパン 牛乳 りんご パン 629 801

27 アスパラグラタン とりにく　 チーズ　牛乳 アスパラガス たまねぎ じゃがいも ホワイトルウ 25.8 32.1

大豆とひじきのサラダ だいず ひじき にんじん キャベツ　きゅうり さとう あぶら

月 野菜スープ ぶたにく にんじん　チンゲンサイ たまねぎ　エリンギ

ごはん 牛乳 こめ 606 772

28 さばのみそ煮 さば　みそ さとう 24.5 30.1

キャベツとくきわかめの和えもの くきわかめ こまつな キャベツ　きゅうり ごま

火 帯広肉じゃが ぶたにく　なまあげ にんじん　いんげん たまねぎ　しいたけ じゃがいも　さとう あぶら

パン 牛乳　 パン 633 819

30 イタリアンサラダ トマト キャベツ　きゅうり　とうもろこし さとう オリーブオイル 25.0 31.7

ミートスパゲティ ぶたにく にんじん　ピーマン たまねぎ　しめじ スパゲティ

木 オレンジ オレンジ

日本人の体に最も適した料理は、ごはんを主食として季節の野菜、海藻、魚など組み合わせた和食です。栄養バランスのよい和食を組み合わ
せるごろ合わせとして「まごわやさしい」という言葉があります。「ま」は豆類、「ご」はごまなどの木の実など、「わ」はわかめなどの海
藻、「や」は野菜類、「さ」は魚類、「し」はしいたけなどのきのこ類、「い」はいも類です。今日の給食はこれらの食材が入っています。
また、北海道帯広市の学校給食で人気の「帯広肉じゃが」は乱切りしたじゃがいもを一度油で揚げて、他の材料と味をからめます。レシピを
載せています。おいしいのでぜひ作ってみてください。

まごわやさしい
献立

ブックランチ

おもに体を作るもとになる おもに体の調子をととのえる おもにエネルギーのもとになる

海藻・いも類

献　立　名
材　　　　　料　　　　　名

家庭でとりたい食品

ｴﾈﾙｷﾞｰ（kcal）・たんぱく質（ｇ）

イタリア料理

小魚・果物

海藻・いも類

行事食・旬の献立等

魚類・種実類

季節の野菜

「キャベツがたべたいのです」よりブックランチ

「花のミツなんて甘いだけ。やっぱりあの味が忘れられない！」

なつかしい味を求めて5匹のチョウチョたちが辿りついたのは、一軒の八百屋さん。さっそく、キャベツを食べようとしますが……

困ったことに、どうにもこうにもかじることができません。はたして、彼らの願いは叶うのでしょうか？！

＜二島学校給食共同調理場の職員紹介＞
所 長：辻本 紳一朗（二島小学校長）
調 理 員：原田 秀野(市職）・弘原 麻里（市職）・杉山 久美子・丸山 美代子・能美 綾子・河内 美紀（２名が交代勤務）
栄養 教諭：尾上 隆子 ＜１年間よろしくお願いします＞

学校給食の
目標

学校給食は戦後、成長期にある児童生徒の健康な体づくりに栄養面でとくに大きな役割を果たしてきました。

現在はさらに子どもたちの生きる力を育む食育の観点から、生涯、健康で充実した生活を送るための望ましい食

生活の基礎・基本を身に付け、感謝の心や社会性を養い、伝統的な食文化の継承や国際理解なども含めた7つ

の目標が定められています。

＜材料＞４人分

じゃがいも・・・２００ｇ

揚げ油・・・・・・適量

豚肉・・・・・・１００ｇ

たまねぎ・・・・１００ｇ

にんじん・・・・・４０ｇ

さとう・・・・・大さじ１

しょうゆ・・・・大さじ２

酒・・・・・・・小さじ１

でんぷん・・・・小さじ１

水・・・・・・・大さじ３

＜作り方＞

１．じゃがいもは皮をむいて、たべやすい大きさに切る。

２．切ったじゃがいもを素揚げする。

３．たまねぎはくし切り、にんじんは乱切りにする。

４．鍋に豚肉を炒め、にんじん・たまねぎを入れて水を入れて煮る。

５．味付けをし、水溶き片栗粉でとろみをつける。

６．２を入れてからめる。

おうちでつくってみよう！

帯広肉じゃが

（28日の給食に出ます）

「キャベツがたべたいのです」よりブックランチ

「花のミツなんて甘いだけ。やっぱりあの味が忘れられない！」

なつかしい味を求めて5匹のチョウチョたちが辿りついたのは、一軒の八百屋さん。さっそく、キャベツを食べようとしますが……

困ったことに、どうにもこうにもかじることができません。はたして、彼らの願いは叶うのでしょうか？！


