
　　　小学校　№.1

２日(木） 9日(木）

こざら

ごはんにかける

むぎごはん ハヤシライス ごはん とうにゅうスープ

10日(金）

ごはん にくだんごとやさいの ごはん かぼちゃの

ちゅうかに みそしる

6日(月）

いっしょくマヨネーズ

むぎごはん かきたまじる むぎごはん やさいスープ

７日(火）

ごはん とうがんの ごはん とうがんの

みそに みそしる

８日(水） 15日(水）

ゆかり パンプキン

ごはん ポタージュ ごはん ワカメスープ

かぼちゃは栄養満点！

生活リズムを整えよう

郷土料理・きんぴらごぼうについて

野菜をしっかり食べよう！

郷土料理・かんころ煮について

塩分について

２学期の給食がはじまります。

人間は、光も音も温度も変わらない場所
で生活をすると、25時間周期（しゅう
き）で動くと言われています。しかし、1
日は24時間です。この時間のずれを調整
（ちょうせい）しているのが、私たちの
体の中にある「体内時計」です。体内時
計（たいないどけい）を正常に働かせる
ためには、①朝の決まった時間に太陽の
光を浴びる、②昼間はなるべく外に出る
機会を増やす、③1日3回の食事を規則正
しくとることが大事です。

シシリアンライス（サラダ）

14日(火）

★ハッピーにんじん

ふるさとしょくざい伊万里の日

伊万里産のぶどうについて

消費期限をみる習慣をつけましょう

今日から給食がはじまりました。
　楽しい夏休みが終わりました。元気に新学
期を迎えることができましたか？休み中、生
活が不規則になって、なんとなくやる気がな
くなっている人は、「早寝・早起き・朝ごは
ん」で生活リズムを整え、体調を整えましょ
う。
　今日は、ハヤシライスにハッピーにんじん
が入っています。だれのハヤシライスの中に
入っているでしょうか？楽しみですね。

９月のはいぜん表
伊万里市学校給食センター

ビーフンサラダ こふきいも

ハンバーグのわふうソースかけ

バンサンスー きんぴらごぼう（きょうどりょうり）

今日の「ふるさと食材伊万里の日」で
は、今が旬で伊万里の特産品の『巨峰
（きょほう）』を紹介します！旬のぶど
うは色が濃く、表面に張りがあり、みず
みずしいです。ちなみに「巨峰」は雄大
（ゆうだい）な富士山（ふじさん）にち
なんでつけられた名前で、日本で作られ
ているぶどうの中では最も多く作られて
います。甘く稔った伊万里産のきょほう
をあじわってください。

給食には、昔から伝わる「郷土（きょう
ど）料理」が、よく登場します。今日の
給食の「きんぴら」も「郷土料理」の一
つです。今日の「きんぴら」には『ごぼ
う』が入っています。ごぼうに含まれる
食物繊維（しょくもつせんい）は、便秘
（べんぴ）を防ぎ、腸（ちょう）の中で
は、乳酸菌（にゅうさんきん）などの、
おなかによい菌（きん）を活発（かっぱ
つ）にさせます。また、歯ごたえがある
ので、食べすぎによる肥満を防ぐことも
できますので、よくかんで食べましょ
う。

13日(月）

ぶどう２つぶ

気温が高いと食べ物は早くいたみます。
消費期限（しょうひきげん）を見て、新
鮮なうちに食べましょう。消費期限は、
その期限を過ぎると衛生上の問題が起こ
る可能性があるものに記入してありま
す。それから、食品の保管場所もちゃん
と容器に書いてありますので、しっかり
確認して、冷蔵と書いてあれば、買い物
後、すぐ冷蔵庫に保管しましょう。袋を
あけた後は、空気に触（ふ）れるといた
みやすくなるので、早めに食べ切りま
しょう。

今日は、野菜についてお話をします。み
なさん野菜はすきですか？1日350グラ
ムを目標（もくひょう）にとることがす
すめられ、これは生の刻んだ野菜で両手
に３杯くらいの量になります。野菜は１
回の食事ですべてとろうと考えず、おひ
たしや炒め物などの料理も取り入れなが
ら、朝、昼、夕の３食でまんべんなくと
りましょう。朝ごはんで旬の野菜をたっ
ぷり入れた汁ものを食べることをおすす
めします。

ひじきふりかけ

しろみさかなのフライ シシリアンライス（やきにく）

食事で水分補給を！

夏にとれるかぼちゃは、栄養満点（えい
ようまんてん）の野菜です。かぜを予防
するビタミンＣ、若返りのビタミンＥ、
ひふや粘膜（ねんまく）を丈夫にした
り、視力（しりょく）の維持（いじ）
や、がんの予防、免疫力（めんえきりょ
く）をあげてくれるカロテンをたっぷり
含んでいます。それでは、ここでクイズ
です。そのカロテンはかぼちゃのどの部
分に一番多く含まれているでしょう？
①皮　②実　③種
正解は、①の皮の部分に実の3倍のカロテ
ンが含まれています。皮も食べましょ
う。

みなさん、塩分のとりすぎには気をつけ
ましょう。濃い味付けの食べ物が好き
で、味の濃いものばかり食べたり、しょ
うゆやソース、ドレッシングなどの調味
料をたくさんかけて食べたりしている
と、塩分をとりすぎてしまい、血管に負
担がかかり、高血圧などの生活習慣病
（せいかつしゅうかんびょう）につなが
ります。だしや酸味（さんみ）を上手に
使うことで、薄味でもおいしく食べられ
ます。また、野菜をしっかり食べると、
とりすぎた塩分を体の外に出すことがで
きますよ。

ギョーザ：幼1こ/小2こ

さんしきあえ かんころに（きょうどりょうり）

とりにくのてりやき あじのレモンあげに

まだまだ暑い日が続いていますね。
みなさん、熱中症に気をつけていますか？熱
中症は気温と湿度が高い時に起こりやすく、
体調が悪い時などにかかりやすくなります。
暑い場所で活動する時は、十分な休けいと水
分補給（ほきゅう）をしましょう。今日の給
食の「とうがんのみそに」に使っている夏野
菜の「とうがん」にも水分がたくさん含まれ
ています。食事で水分を取ることも大事です
ので、給食をしっかり食べて午後からの活動
のために、水分をしっかり補給（ほきゅう）
しておきましょう。

今日の給食に、昔から伝わる「郷土
（きょうど）料理」があります。どれか
わかりますか？「かんころ煮」です。
「かんころ」とは、大根を切って蒸して
干したものです。かんころ煮を作るとき
は、かんころ煮は季節をとわず、作られ
る料理ですが、かんころは、寒い方が甘
みが出るので、大寒（だいかん）１月の
２０日頃に作られます。干すことで栄養
価もギュッと濃縮（のうしゅく）されて
います。味をしっかり覚（おぼ）えて、
作れるようになってほしい料理です。

３日(金）

さばのごまやき

ひじきサラダ ぶたキムチ

さけのマヨネーズやき

ごはんにのせる 



　　　小学校　№.２

16日(木） 27日(月）

ごはん はるさめじる ごはん マーボーとうふ

お月見メニュー

　おおざら 　しるわん

むぎごはん おつきみカレー ごはん ごじる

29日(水）

むぎごはん しらたまじる むぎごはん ちくぜんに

22日(水）

ごはん こまつなの ごはん つみれじる

みそしる

24日(金）

ごはん カレー

にくじゃが

食事のあいさつについて

みそについて

幼・1年～２年1び/３年～6年2び

栄養バランスを考えて食事をしよう

食べ物の命について

味めぐり（しまね県）

日本の味めぐり（しまね県）

無形文化遺産である日本食について

チキンなんばんについて

とりにくのしおこうじやき

28日(火）

９月のはいぜん表

食事をするとき、食べ物の『いのち』につい
て考えてみたことがありますか？肉や魚、野
菜、くだものにも命があるのです。それを、
私たちは自分の『いのち』を守るために食べ
ているのです。食べ物を残してすてることは
それら『いのち』をむだにしたことになりま
す。また、世界の国々には、食べるものがな
くて病気になったり、死んでしまう人々が多
くいます。食べ物を食べられることに感謝し
て大切に食べましょう。

えびシューマイ1個

十五夜（ちゅうしゅうの名月）

ひじきのいために

伊万里市学校給食センター

（きょうどりょうり） ちゅうかサラダ

今日、朝ごはんをしっかり食べてきまし
たか？朝からだるい、集中力がないとい
う人はいませんか？朝ごはんを食べる
と、においをかいだり、かんだり、味
わったり、飲み込んだりすることで脳
（のう）が刺激（しげき）を受けます。
さらに胃腸が動き始め、体温が上がっ
て、体全体が目覚めていきます。朝ごは
んで元気に１日をスタートさせてきてく
ださい。給食ではお昼からの栄養補給
（えいようほきゅう）です。残さず、
しっかり食べてお昼からもがんばりま
しょうね。

朝ごはんについて

こざら

ちくわのしそあげ

17日(金）

★ハッピーにんじん

キャベツとみかんのサラダ すもじのぐ

旧暦（きゅうれき）の８月１５日は『十
五夜』。満月を見ながら、秋の収穫
（しゅうかく）に感謝（かんしゃ）する
日です。『中秋（ちゅうしゅう）の名
月』ともいいます。『秋の真ん中に出る
満月』という意味で、これは昔の暦では
７～９月が秋とされたため、８月の真ん
中になるということです。今年（2021
年）の十五夜は9月21日になります。給
食では、ちょっと早めに『お月見カ
レー』『お月見ゼリー』がとうじょうし
ます。今日の夜空に美しい満月見られる
といいですね。

島根県の郷土料理についてお話をします。す
もじとは出雲（現在の島根県の東部）の方言
で『すしもしくはちらしずし』のことです。
香ばしく焼いたさばをすしめしに混ぜこんで
つくります。島根県ではさばがよくとれまし
たが、生のまま食べたのは海のそばだけで、
山の方では竹串にさして焼いて日持ちをよく
して運んだといわれています。さば以外の材
料は、家にあるものでつくられる散らし寿司
です。今日の給食ではシーチキンを使ってい
ます。他にはれんこん・油揚げ・ごぼう・き
んし卵などが入っています。よく味わって食
べましょう。

21日(火）

おつきみゼリー

みなさん、食事のあいさつをしています
か？私たちが食べている食べ物は、どれ
も生き物のいのちをいただいているもの
ばかりです。また、生産者や料理を作っ
てくれた人たちなど、さまざまな人びと
の手が加わって、毎日の食卓にならんで
います。食事をするときには、感謝（か
んしゃ）の気持ちを忘れないようにし、
「いただきます」「ごちそうさま」のあ
いさつをしましょう。そして苦手な食べ
物がある場合には一口でも挑戦して、で
きるだけ食べるように努力をしてみま
しょう。

世界一の長寿国（ちょうじゅこく）、日本。
四方（しほう）を海に囲まれ、春、夏、秋、
冬の季節ごとにとれる自然の産物（さんぶ
つ）を上手に利用して、私たちの祖先（そせ
ん）たちはこの国の風土（ふうど）に適した
料理を作りあげてきました。とくにご飯中
心、魚介類（ぎょかいるい）、野菜、海そう
をよく食べる日本料理は、今、そのヘルシー
さで世界から注目されています。魚はタンパ
ク質がいっぱいで丈夫な体をつくる食べ物で
す。魚の油には、血管（けっかん）に脂肪が
たまらないようにする働きがあります。よく
味わって食べましょう。

そぼろどんのぐ（ごはんにのせる） さばのみそに

キャベツとピーマンのこんぶあえ いそかあえ

チキン南蛮（なんばん）は、とり肉に衣をつけ
て油であげ、甘酢をからませた料理で、宮崎
県の郷土料理（きょうどりょうり）でもあり
ます。甘酢がチキン南蛮（なんばん）のポイン
トです。宮崎県では、飲食店で定番メニュー
となっている他、各家庭でタルタルソースを
かけるなど宮崎県のご当地（とうち）料理・
家庭料理として広まっています。また、切り
干し大根のごま和えを出していますが、切り
干し大根は、宮崎県が全国でも有数の産地で
す。

私たちは、毎日の食事でいろいろな食
べ物を食べることによって、体に必要
な栄養素をとっています。私たちの体
は食べ物からできているのです。健康
な体づくりのためにも栄養バランスを
考えて、毎日の食事で、いろいろな食
品を組み合わせてとるように心がけま
しょう。

きゅうりのそくせきづけ

30日(木）

ぶたにくのしょうがやき

ささみサラダ きりぼしだいこんのごまあえ

チキンなんばん

みなさんは、みそのパワーを知っていま
すか？みそは大豆からできていて、大豆
にはたんぱく質が豊富に含まれていま
す。たんぱく質は、私たちのからだをつ
くるもとになり、みなさんの成長には欠
かせない栄養素です。しかし、大豆にい
くら良い栄養素があっても、かたい豆を
毎日食べるのは大変なことです。みそは
大豆を食べやすい形にした消化・吸収し
やすい、健康によい食品です。朝ごはん
に、毎日、みそ汁をすって、健康な体を
つくりましょう。

きすのてんぷら

ごはんにまぜる 


