
  

  
  

日 曜 献立名 
主 な 材 料 と そ の 働 き 

赤 体をつくる 緑 体の調子を整える 黄 体を動かすエネルギーになる 

8 火 赤 飯 

は 
っ 
こ 
う 
乳 

筑前煮 
あじの竜田揚げ 
土佐和え 
卓上ごま塩 

はっこう乳 さつま揚げ 
鶏肉 花かつお 

にんじん こんにゃく ごぼう 
たけのこ さやいんげん キャベツ 
もやし ほうれん草 

ごはん あずき じゃがいも 
さとう 黒ごま 

 あじの竜田揚げ あじ  でん粉 米油 

9 水 発芽玄米ごはん 
牛
乳 

白身魚の甘酢あん 
寒天サラダ 
あまなつ 

牛乳 うずら卵 鶏肉  
たまねぎ にんじん たけのこ 
ピーマン キャベツ きゅうり  
こんにゃく寒天 あまなつ 

発芽玄米ごはん さとう  
でん粉 サラダ油 

 白身魚打ち粉付き ホキ  でん粉 米油 

10 木 ごはん 
牛
乳 

卵汁 
ひじきの煮物 
バナナ 

牛乳 卵 豆腐 鶏肉 
まぐろ油漬け ひじき  
ちくわ  

たまねぎ にんじん 小松菜  
しいたけ とうもろこし バナナ 

ごはん でん粉 さとう  

11 金 ソフトめん 
牛
乳 

中華あんかけ 
白魚とナッツの揚げ物 
キウイフルーツ 

牛乳 豚肉 えび  
くきわかめ 大豆 青のり 

たまねぎ キャベツ にんじん  
たけのこ しょうが  
キウイフルーツ 

ソフトめん さとう でん粉  
カシューナッツ 小麦粉 米油 

 白魚のフリッター 白魚  小麦粉 でん粉 大豆油 米油  

14 月 ロールパン 
牛
乳 

ポークビーンズ 
フルーツ寒天 
アーモンド入り小魚 

牛乳 大豆 豚肉 ベーコン 
寒天 小魚 

たまねぎ にんじん  
マッシュルーム グリンピース  
トマト みかん パイナップル  
もも 

ロールパン さとう アーモンド 

15 火 麦ごはん 
牛
乳 

❤あさりのみそ汁 
豚そぼろ 

牛乳 豆腐 あさり 油揚げ 
みそ 卵 豚肉 

大根 にんじん えのきたけ 
ねぎ 白菜 たまねぎ 枝豆 
しょうが 

麦ごはん さとう 

16 水 ごはん 
牛
乳 

春の肉じゃが 
鮭の塩焼き 
オレンジ 

牛乳 豚肉 鮭 
たまねぎ こんにゃく にんじん 
グリンピース オレンジ 

ごはん じゃがいも さとう 米油 

17 木 麦ごはん 
牛
乳 

カレーシチュー 
いかナゲット（3個） 
福神漬け 

牛乳 豚肉 脱脂粉乳  
チーズ 

たまねぎ にんじん  
マッシュルーム グリンピース  
にんにく りんご 福神漬け 

麦ごはん じゃがいも  
カレールウ バター  

 いかナゲット いか たら  小麦粉 でん粉 米油 

18 金 発芽玄米ごはん 
牛
乳 

すきやき 
卵焼き 
りんご 

牛乳 牛肉 焼き豆腐 角ふ 
白菜 こんにゃく ねぎ  
にんじん エリンギ りんご 

発芽玄米ごはん さとう  

 卵焼き 卵  米油 

21 月 わかめごはん 
牛
乳 

生揚げの中華煮 
揚げしゅうまい（3個） 
冷凍アプリコット 

わかめ 牛乳 生揚げ 豚肉  
ちくわ 

にんじん さやいんげん たけのこ 
アプリコット 

ごはん さとう でん粉 

 えびしゅうまい えび たら  たまねぎ 小麦粉 パン粉 でん粉 米油 

22 火 ミルクロールパン 
牛
乳 

ミートボールのトマト煮 
コロコロポテトサラダ 
小袋マヨネーズ 

牛乳 うずら卵 チーズ 
まぐろ油漬け 

たまねぎ にんじん グリンピース 
トマト とうもろこし 

ミルクロールパン さとう  
じゃがいも マヨネーズ 

 肉団子 牛肉 豚肉 鶏肉 たまねぎ パン粉 

23 水 ごはん 
牛
乳 

沢煮わん 
さばのみそ煮 
もやしとひじきのあえもの 

牛乳 豚肉 かまぼこ  
ひじき 

にんじん たけのこ ごぼう  
えのきたけ もやし 

ごはん ながいも でん粉 白ごま 

 さばのみそ煮 さば みそ  さとう 

24 木 
春 の 

たきこみごはん 
牛
乳 

コロッケ 
ボイルキャベツ 
アセロラゼリー 
卓上ソース 

牛乳 鶏肉 ちくわ 油揚げ 
こんにゃく ごぼう たけのこ  
にんじん ふき キャベツ 

米 もち米 さとう 米油 
アセロラゼリー 

 コロッケ 豚肉 牛肉 たまねぎ じゃがいも パン粉 米油 

25 金 ごはん 
牛
乳 

●吉野汁 
まぐろの甘辛煮 
きざみたくあん 
手巻きのり 

牛乳 豆腐 鶏肉 かまぼこ 
まぐろ油漬け のり 

にんじん ほうれん草 白菜 
しいたけ しょうが たくあん漬け 

ごはん じゃがいも でん粉 
さとう 

28 月 発芽玄米ごはん 
牛
乳 

三州煮 
ちくわの磯部揚げ（3個） 牛乳 いか うずら卵  

豚肉 昆布 ちくわ 青のり 
こんにゃく にんじん  
さやいんげん 

発芽玄米ごはん さといも  
さとう 小麦粉 でん粉 米油 

30 水 麦ごはん 
牛
乳 

マーボー豆腐 
ごぼうサラダ 
パイナップル 

牛乳 豆腐 豚肉 みそ 

ねぎ にんじん たけのこ  
しょうが にんにく ごぼう 
きゅうり とうもろこし 
パイナップル 

麦ごはん さとう でん粉  
白ごま マヨネーズ アーモンド 

 

 

 

 

 

 

新しい学年がスタートしました。充実

した一年を過ごすためには、給食をしっ

かり食べて健康な体をつくることが大

切です。新しいクラスの仲間と楽しく食

べましょう。 

 

 

あさりのみそ汁 

愛知県は、あさりの漁獲量日本一です。あさ

りは、春先においしくなり、４月の下旬から、

三河湾と伊勢湾の海岸では、潮干狩り客でにぎ

わいます。浅瀬に生息する二枚貝で、潮が引い

たときにとります。殻の模様は二つとして同じ

ものはないと言われています。愛知県で昔から

使われていた豆みそを使ったみそ汁です。 

 

 

吉野汁 

奈良県の吉野地方では、 

くずという植物の根から 

とろみをつける「くず粉」 

を作っており、これを 

「吉野くず」といいます。 

このくずで作った汁を 

「吉野汁」と言います。 

給食では、じゃがいも 

から作ったでん粉 

を使ってとろみを 

つけます。 

       たけのこ 

たけのこは、地面から出てくる竹の若い芽

のことです。堀たては柔らかく、えぐみが少

ないので、新鮮なうちに、ゆでて食べます。

煮物や焼いて田楽にしたり、あえもの、汁も

のなどに使います。おなかの調子を整える働

きの「食物繊維」を多く含みます。 

 

１ 都合により献立を変更する場合があります。 
２ 材料は、すべてを表記しているものではありません。 
３ アレルギー献立表を希望される方は、学校へご連絡ください。 

４月の給食費 
【中学校の予定金額】２６５円×１６日＝４，２４０円 
※４月分は平成２６年６月２日（月）に口座振替します。 
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●奈良県の郷土料理 

❤愛知県の特産品を使った料理 

給食に親しもう 

春日井市教育委員会 
学校給食課 

期待に胸をふくらませ、希望に満ちた新年度の始まりです。心も体も大きく成

長するためには、健康が第一です。その健康を保つために、最も重要なのが毎日

の「食事」です。安全でおいしく、栄養のバランスのとれた給食をみなさんに届

けられるよう、調理場職員一同、力を合わせて頑張っていきます。 

 

①  適切な栄養の摂取による健康の 

保持増進を図る。 

②  日常生活における食事で正しい

理解を深め、健全な食生活を営むこ

とができる判断力や、望ましい食習

慣を養う。 

③  学校生活を豊かにし、明るい 

社交性及び協同の精神を養う。 

④  食生活が自然の恩恵の上に成り立

つものであることについての理解を

深め、生命及び自然を尊重する精神 

並びに環境の 

保全に寄与す 

る態度を養う。 

⑤  食生活がさまざまな人の活動に

支えられていることを理解し、勤

労を重んずる 

態度を養う。 

⑥  我が国や各地域の優れた伝統的

な食文化について理解を深める。 

⑦  食料の生産、流通、消費について 

正しく理解する。 

学校給食の目標 
 

 

 

 

心身の健やかな成長を願い、学校

教育の一環として行われている学校

給食には、食を通した人間形成や生

きる力を育むため、次のような目標

が定められています。 


