9日（金）から3学期の給食
が始まります。3学期もよろ
しくお願いいたします！

《今月のめあて》
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さとう でんぷん
むかごこんにゃく

ほししいたけ たけのこ にんじん
ながねぎ しょうが きゃべつ
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郷土料理がた
くさん！
1月は、郷土料理
がたくさん給食に
出ます。今まで
給食で使ったこと
のない食材や、
新しいメニューが
出るので、楽しみ
にしていてくださ
い♪
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13日（火）しも
つかれじる

１－１
栃木県の郷土料 ２－１
理で、鮭や大
豆、おろした大根
やにんじんなど
が入った具だくさ
んの汁です。

３－２
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30日（金）むろ
あじメンチカツ
東京都八丈島で
獲れるむろあじ
を使用します。

２－１
４－１

献立は都合により変更される事もあります。

お詫びと訂正
12月の献立表に一部誤りがありました。給食実施回数を18回とお伝えしましたが、正しくは17回です。
お詫び申し上げるとともに、訂正させていただきます。

1月24日～1月30日は、学校給食週間です！
学校給食は、明治22年（1889年）山形県鶴岡町（現在の鶴岡市）の私立忠愛小学校で、僧侶たちが貧困児童を
対象におにぎり・塩びき（塩ます）・たくあんを出したのが始まりです。
その後全国に広まりましたが、昭和19年（1944年）第二次世界大戦の激化により中断されました。
戦後の食料難から子どもたちを救おうと、ララ（アジア救済公認団体）からの物資援助を受けて、学校給食が昭
和21年12月24日に再開され、これを記念して12月24日が学校給食感謝の日と定められていました。その後、昭
和25年にララ・ユニセフ等による給食物資の寄贈に対し感謝の意を表し、学校給食が戦後再発足した意義を考える
観点から、新たに冬休みと重ならない1月24日から30日が全国学校給食週間として定められました。

