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８　日 (　金　）

こまつなの

ごはん みそしる

１　日 (　金　） １１　日 (　月　）

くろごめごはんかきたまじる ごはん マーボなす

４　日 (　月　） １２　日 (　火　）

パンプキン

わかめごはん ポタージュ ごはん とりごぼうじる

５　日 (　火　） １３　日 (　水　）

ごはん はっぽうさい むぎごはん はるさめじる

６　日 (　水　） １４　日 (　木　）

ごはん いものこじる ごはん じゃがいもの

（げんりょう） そぼろに

７　日 (　木　） １５　日 (　金）

ごはん ポークビーンズ むぎごはん カレーうどん

（げんりょう）

目の愛護デー行事食

オニオンソースかけ

１０月１０日「目の愛護デー」にちなんだメニュー

１０月１０日は、目の愛護(あいご)デーです。
「10」と「10」をよこにたおしてみると、
ちょうどまゆと目のかたちになることから、
「目の愛護デー」とされています。目に関係の
ふかい栄養は、緑黄色野菜や、バター、乳製品
に多く含まれている「ビタミンＡ」です。この
ビタミンＡが不足すると、うすぐらいところで
よく見えなかったり、目が乾燥（かんそう）す
るなどの症状をおこしやすくなります。そこ
で、今日の給食は、目を守るために欠かせな
い、ビタミンＡが豊富（ほうふ）なにんじんを
使ったもみじやきや、こまつなを使ったみそ汁
をつくりました。しっかり食べて視力アップを
はかりましょう。

とりにらどんのぐ

やきぎょうざ　

はるまき

しろみさかなのからあげ もやしのナムル

さけのもみじやき

幼１こ・小　２こ

元気な体をつくろう 「うどん」について

今日は、ひじきサラダです。ひじきは、
カルシウム、鉄、ビタミンを多く含んで
います。とくに成長に欠かせないカルシ
ウムや鉄の多さは、海藻類（かいそうる
い）の中で1番です。鉄は干しひじき１
０ｇで1日の必要量の半分を食べること
ができます。おうちでもしっかり食べま
しょう。

さつまいもがおいしい季節になりました。
「さつま芋のサラダ」は、じゃが芋を使っ
た「ポテトサラダ」より、自然な甘みがあ
り、ほくほくした食感がありますね。「さ
つまいも」には、かぜの予防やひふの調子
を整える効果のあるビタミンＣが豊富（ほ
うふ）に含まれています。さつま芋のビタ
ミンＣは、加熱してもこわれにくい性質を
持っています、また、食物せんいが豊富
（ほうふ）で、おなかの中をそうじしてく
れる働きもあります。今からおいしくなる
「さつま芋」をいろんな料理に使ってみる
のもいいですね。

みのりの秋のたべものはおいしい！

おかかあえ

秋になると、昼間はぽかぽか、夜はぐっ
と冷え込みます。この昼と夜の気温の差
がおいしいたべものを作り出します。ま
た、私たちの体は寒い冬が来るのに、そ
なえて、体に栄養をたくわえようとしま
す。そのため、秋は、おいしくなった食
べ物をたくさん食べられるようになるの
です。今日の給食の「秋のかおりごは
ん」には、きのこの仲間の「ブナピー・
えのきたけ」を入れてみました。実りの
秋を感じながら、いただきましょう。

「さんま」は、秋が旬です。また、体長
は35センチ前後で、刀のように細長い
さかなです。秋にとれるさんまは、とく
にあぶらがのっておいしいといわれてい
ます。栄養面（えいようめん）では、筋
肉や皮ふなど体をつくる栄養が多く含ま
れています。また、あぶらには血液をサ
ラサラにする栄養が多く、血管がつまる
などの病気をふせぐためにも役立ってく
れます。旬の「さんま」をよく味わって
たべましょう。

さんまについて

サラダ

ハンバーグの

元気な体をつくるためには、好き嫌いせ
ず、なんでも食べることがポイントです。
どんな食べ物でもみなさんのからだを元気
にしようと働いてくれています。その働き
によって食べ物を３つのグループに分ける
ことができます。ごはんやパンなどはエネ
ルギーを出します。肉や魚、卵、豆、海草
などは体をつくります。野菜や果物、きの
こなどは体の調子をととのえます。この３
つのグループを組み合わせて食べることが
ポイントになりますがなんでも食べること
ができるといいですね。

「うどん」は、小麦粉に塩水を加え、よく
こね、それを薄くのばして、細く切って作
ります。奈良時代に中国から伝えられ、全
国に広まるうちに、いろいろな形に変化し
ました。そうめんも同じ原料から作ります
が、作り方や太さに違いがあります。今日
は、豚肉とカレーの入った「カレーうど
ん」をつくりました。給食では、今日のカ
レーうどんのほかに、親子うどん、ワカメ
うどん、きつねうどんなどがあり、具に
よっていろいろな味が楽しめます。みなさ
んは、どのうどんが好きですか？

いかナゲット　幼１個～小２：１こ小３～：２こ

かいそうサラダ

いかナゲット

あじのムニエル さんまのおろしに

あきのかおりごはんのぐ

だいずのいそに

八宝菜（はっぽうさい）について にらについて

ひじきサラダ さわらのさいきょうやき

今日の給食の八宝菜（はっぽうさい）に
ついてお話をします。八宝菜（はっぽう
さい）とは中華料理のひとつです。五目
うま煮とも言われています。八宝菜の
「八」は「８種類」という意味ではなく
「五目」の五と同じように「多くの」の
意味があります。豚肉、うずらの卵、白
菜、たけのこ、玉ねぎ、にんじん、しい
たけ、ねぎとたくさんの具材（ぐざい）
を使って入れ、栄養もたっぷりです。

「にら」は香りが強い野菜です。歴史は
古く「古事記（こじき）」や「万葉集
（まんようしゅう）」にも登場します。
香りの成分は、硫化（りゅうか）アリル
で、胃酸（いさん）の分泌（ぶんぴつ）
をよくして、ビタミンB1の吸収もよく
します。「にら」を選ぶときには、葉先
がピンとしてつやがあり、緑色が濃くみ
ずみずしいものがおすすめです。今日
は、鶏肉のどんぶりに入っています。味
わっていただきましょう。

とりにくのカレーやき

にごみ

おくんち料理

おくんち料理「にごみ」について 「なす」の栄養について

おくんちには、昔から、地元の氏神様（う
じかみさま）へ、穀物が豊かに実ったお礼
として、浮立（ふりゅう）やおどりなどを
して、お客様をまねき、くんち料理でもて
なされています。そこで、今日の給食で
は、昔から伝わる「おくんち料理」の一つ
「煮ごみ」を取り入れました。「煮ごみ」
は、もともとは、お煮しめを作った後の、
残った材料を利用した煮物で、小豆や栗を
入れるのが特徴です。材料がひたるくらい
の煮汁で、じっくりと時間をかけて、味を
含ませながら、煮込みます。

今日は、『マーボーなす』です。な
すは、熱いインドで生まれ、奈良時
代に日本にやってきたといわれてい
ます。実のほとんどが水分で、とて
もヘルシーな野菜です。皮の紫色の
もとになっているのは、「ナスニ
ン」という成分で、体の若さを保っ
てくれる働きもあるそうです。油と
とても相性がよく炒めものや揚げ物
にすると、とてもおいしいです。

さつまいものサラダ

ひじきについて 「さつまいも」について

　１０月のはいぜん表
伊万里市学校給食センター

きんぴらごぼう

きょうどりょうり 

ごはんにまぜましょう！ 

ごはんにのうえにのせましょう！ 

きょうどりょうり 



　　　小学校　№.２

１８日 (　月　） ２５　日 (　月　）

ごはん こうやどうふの ごはん さわにわん

うまに

１９　日 (　火　） ２６　日 (　火　）

ごはん にくだんごじる ごはん ちゅうかスープ

２０　日 (　水　） ２７日 (　水　）

むぎごはん イタリアン むぎごはん きのこ

（げんりょう） スープ カレー

２１　日 (　木　） ２８　日 (　木　）

ごはん ぶたすき ごはん ぶたじる

２２　日 (　金） ２９　日 (　金　）

さつまいもの ごはん さつまいもの

ごはん みそしる シチュー

たくあんあえ おからにしめ

給食でほぼ毎日登場する「にんじん」に
ついてお話をします。にんじんのおいし
い時節は10月から2月までの秋から冬
の時期です。緑黄色野菜であるにんじん
は、ビタミンＡ(カロテン)を多く含みま
す。ビタミンＡには鼻やのどの粘膜を強
くする働きがあるので、かぜなどのウイ
ルスから体を守る効果も期待されます。
カロテンは油で調理することで体内への
吸収がよくなるので、にんじんなどのビ
タミンＡの多い野菜はいためものや揚げ
物で食べるのがおすすめです。

あつやきたまご あじのあげに

秋の食べ物を代表する「きのこ」のはたら
きは、①がんをよぼうする。②カロリーが
ひくく、ビタミン、ミネラルたっぷりでダ
イエット効果がある。③しょくもつせんい
が多くふくまれているので、べんぴ予防効
果がある。④骨をつよくする。⑤血液をさ
らさらにして、血圧（けつあつ）を下げ
る。などなど、体にいいことづくしです。
今日のカレーには、「エリンギ」や「しめ
じ」を入れた「きのこカレー」です。秋の
かおりを感じながらいただきましょう。

「にんじん」について

★ハッピーにんじん

チキンライスのぐ

「おから」は、大豆から豆腐を作るとき
にできます。白い花のように見えるとこ
ろから『うの花』ともよばれます。大豆
をすりつぶして豆乳を絞った後ですが、
かかわらず、たんぱく質は、もとより、
食物せんい、カルシウム、ミネラル類を
多く含む栄養たっぷりの食べものです。
食物せんいが、腸内のバランスを整え
て、大腸がんを減らす働きがあります。
今日は、きょうどりょうりの「おからに
しめ」をつくりました。味がしみておい
しいですね。

あじのこうそうやき

ごぼうのしぐれに

「おから」について

「きのこ」について

食事マナーとは、人にいやな思いをさせ
ずに、みんな楽しく食事をするためのも
のです。また、食事マナーの基本を覚え
ると、食事をスムーズにすすめることが
できます。食事マナーにどんなものがあ
るか、それを自分が守れているかチェッ
クしてみましょう。まずは、食事を感謝
（かんしゃ）していただくことです。
「いただきます」「ごちそうさま」のあ
いさつを心をこめて言っていますか？

日本の味めぐり・和歌山県

ふるさとしょくざいいまりのひ 今日の「ふるさと食材伊万里の日」では、
毎日給食で主食として登場（とうじょう）
するお米についてお話をします。お米の種
類は「たんぼの夢」という銘柄（めいが
ら）です。「田んぼの夢」は、おもに伊万
里市でつくられています。特徴（とくちょ
う）は、ねばりがあり、和食・洋食との相
性がよく、冷めてもおいしい伊万里のおす
すめのお米です。給食では、毎月各町内産
ごとに登場します。９月の１６日より今年
収穫されたお米すなわち新米になっていま
す。伊万里で収穫（しゅうかく）されたよ
くお米を味わって食べましょう。

　　　１０月のはいぜん表

正しく配膳していますか？

　みなさんは、日ごろから食事のマナー
を意識できていますか？今日は配膳の仕
方を確認しましょう。ごはんは左手前、
汁ものはその右側、おかずは奥に並べま
す。はしは、はし先を左側にむけてそろ
えます。これは、古くから食べつがれて
きた和食の配膳の基本です。ごはんを左
側に置くことで、スムーズに食事を進め
ることができます。みなさん、正しい配
膳ができているか、自分のおぼんを見て
みましょう。

「ちりめんじゃこ」について

伊万里市学校給食センター

いわしのうめに さばのみりんつけやき

牛乳について

あなたは、毎日みそ汁を飲んでいま
すか？みそしるには、はだのつやを
よくしたり、記憶力をよくしたり、
生活習慣病を予防したりと健康を保
つためのさまざまな効果がありま
す。ふだん、なにげなく口にしてい
る　みそ汁ですが、すごいパワーが
ひそんでいます。１日１杯のみそ汁
をのんで、おなかの中から健康にな
りましょう。

毎日、給食に登場する「牛乳」についてお
話をします。今日は、さつまいものシ
チューにもはいっていますよ。牛乳に含ま
れるカルシウムは、他の食品にくらべ、と
ても体に吸収されやすい、形になっていま
す。カルシウムは、丈夫な骨を作るほか、
筋肉を動かしたり、神経が情報をやりとり
するとき使われる、大切な栄養素です。成
長期の今、手軽にカルシウムをとることが
できる牛乳をしっかり飲んで、将来に備え
て骨にカルシウム貯金をしましょう。

れんこんと

フルーツのヨーグルトあえ

アーモンドあえ

今日の給食は、日本の味めぐり給食です。今月
は、「和歌山県」の特産物で梅・金山寺（きん
ざんじ）みそ・高野豆腐を使った献立です。梅
は紀州梅と呼ばれ和歌山県の特産物です。金山
寺みそは、鎌倉時代にお寺の坊さんが中国にわ
たり、持ち帰り高野山で生まれたといわれてい
ます。高野豆腐は、豆腐をこおらせた後に、乾
燥させて作ります。戦国武将（せんごくぶしょ
う）の武田信玄（たけだしんげん）は、軽く
て、栄養豊富な高野豆腐（こうやどうふ）を戦
（いくさ）に行く際には持っていたそうです。
和歌山県の特産を使用した献立よくを味わって
食べましょう。

とりのからあげ

給食でよく登場する「手作りふりかけ」には
「ちりめんじゃこ」が使われていますね。
「ちりめんじゃこ」は、ある魚の赤ちゃんで
す。さて、次のどの魚でしょうか？　①さば
②いわし　③さけ・・　答えは②のいわしで
す。いわしの仲間の、卵からかえって間もな
い小さい魚は、「しらす」とよばれ、この
「しらす」を干して乾燥させたものが「しら
す干し」です。この「しらす干し」をさらに
干して乾燥させたものが「ちりめんじゃこ」
です。骨までたべられるので、カルシウムが
しっかりとれます。よくかんでいただきま
しょう。

チキンバーグ

味めぐり和歌山県！

くきわかめのきんぴら

てづくりふりかけ

すぶた

ふるさと食材伊万里の日　～お米～

きんざんじみそあえ

食事のマナーについて

「みそ汁」について

★ハッピーにんじん

ツナサラダ

さつまいものてんぷら

こざら 

ごはんの上にかけましょう 

きょうどりょうり 


