
小学校　№.1

１日(月） ９日(火）

　　　ごはんにまぜてたべましょう！ 　　　ごはんにまぜてたべましょう！

ごはん すましじる むぎごはん しらたまじる

（げんりょう）

２日（火） １０日（水）

　　　ごはんにかけてたべましょう！

じゃがいもの

ごはん みそしる ごはん くずかけ

４日(木） １１日(木）

　　　うどんにのせてたべましょう！

ごはん ふきよせに ごはん うどん

（げんりょう）

１２日(金）

　　　ごはんにのせてたべましょう！
　　　　　　　　　ごはんにかけてたべましょう！

むぎごはん ワンタンスープ むぎごはん チキンカレー

（げんりょう）

８日(月） １５日(月）

さつまいも

ごはん やさいスープ ごはん けんちんじる

（げんりょう）

いい歯の日

ふるさと食材伊万里の日

ひなたごうの大根について

11月は食育月間 地産地消（ちさんちしょう）

郷土料理「くずかけ」

里芋について 切り干し大根について

元気な体をつくろう

切り干し大根は、太陽の光で天日干しさ
れることで、甘みやうまみがグンと増し
ています。だからお料理にうまく使う
と、砂糖など甘みのある調味料をたくさ
ん使わなくても満足感のある味わいに仕
上がります。栄養面では、カルシウムや
鉄分などの、身体を形づくる上で欠かせ
ない栄養素はもちろん、脂質を吸着し、
体外に排出してくれる働きのある食物繊
維もとても豊富に含まれています。ほか
にも、疲労回復に効果のあるビタミン
B1、B2といった成分も含まれていま
す。 よくかんでいただきましょう。

　　きりぼしだいこんと

しょくじのあいさつ

今日は、ふるさと食材伊万里の日です。
けんちん汁に入っている大根は、東山代
町日南郷（ひなたご）地区で生産されい
ます。日南郷の大根は、他の地区で生産
される大根より、早く収穫されます。こ
の時期に給食センターで使用している大
根はほとんどが、日南郷地区で生産され
たものです。日南郷地区は、伊万里市の
中でも気温が低くいので、大根の種まき
が早く行われるため、収穫が早く他の地
区の大根より早く出荷されます。みずみ
ずしい滝野の大根を味わって食べましょ
う。

ツナサラダ

とりにくのきのこあんかけ

１１月８日は、いい歯の日です。よくか
んで食べると、歯を丈夫にしてくれるだ
けでなく、味がよくわかるようになった
り、太りすぎをふせいだり、脳のはたら
きをよくするなど、いいことがたくさん
あります。歯ごたえのある食べ物を使っ
たの料理は、よくかまないと食べられな
いので、かむ力をつけてくれます。今日
の給食は、よく噛まなくても食べやすい
料理ですが、よくかんで食べて下いね。
一口30回を目標に、かむ力を身につけ、
丈夫な歯や健康な体をつくりましょう。

ポテトサラダ

メンチカツ

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体を元
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整え
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。な
んでも食べることができるといいです
ね。

今日は、食事のあいさつ「ごちそうさま」の
意味についてお話します。昔はお客様をおも
てなしするのは大変なことでした。自分の家
にない食べ物は遠くまで出かけなければ手に
入りません。ですから、お客様がくると、
人々は山に走り、海に走って準備をしまし
た。「ごちそうさま」と言うのは“私達のた
めにかけまわって、おもてなしをしてくだ
さってありがとうございます”と言う意味が
あります。料理を作った人や、農家の人達に
感謝をして心から「ごちそうさま」と言いた
いですね。今日は、ハッピーにんじんです。
チキンカレーの中に入っています。だれのカ
レーの中にはいっているでしょうか？楽しみ
にしてください。

ハッピーにんじん

ごもくパオズ フルーツミックス

たんたんめしのぐ

かきあげ

５日（金）

「里芋」を切ると、ねばねばとして、
手がかゆくなってきます。これは、
「ムチン」といわれる成分のしわざで
す。「ムチン」はおなかの調子をよく
して、病気にかかりにくくする免疫力
（めんえきりょく）を強くします。芋
を苦手な人も多いようですが、体にと
てもいいので、ぜひ挑戦して食べてほ
しいです。
里芋という名前は、山でとれる「山
芋」に対して、人里（ひとざと）でと
れるので、里芋と呼ばれるようになっ
たといわれます。

ちくわのゆかりあげ　１こ くきわかめのサラダ

きっかあえ

てづくりふりかけ

あなたは、毎日みそ汁を飲んでい
ますか？みそ汁には、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
パワーをもっています。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。

今日の「くずかけ」は、伊万里の
郷土料理です。法事（ほうじ）や
米の収穫をお祝いするときに、料
理でかざり切りした野菜のはしを
使って作られていました。食材を
大事にむだなく使われていたのが
わかりますね。旬の野菜を使って
作るので、栄養もたっぷりです。
このように昔から食べられてきた
料理をみなさんも好きになって、
ぜひ作れるようになってほしいと
思います。

いそかあえ さわらのみそやき

ぶたにくのしょうがいため

みそ汁について

あげさかなとやさいのごまがらめ キャベツとピーマンのこんぶあえ

かしわめしのぐ そぼろどんのぐ

　１１月のはいぜん表
伊万里市学校給食センター

１１月は食育月間です。食べる楽
しみや喜びを感じましょう。家族
や友達との食事は心を豊かにし
て、きずなを深めます。また、
『食べる』ことは、食べ物となっ
た動植物の命をいただくことであ
り、作った人の温かい気持ちを受
け取ることでもあります。食べる
ことの大切さをあらためて考えて
みましょう。

みのりの秋！佐賀県内では、たくさんの
大地の恵みの農産物が収穫されていま
す。給食でも佐賀県でとれた作物をでき
るだけ多く使い、みなさんに佐賀の食べ
物を食べてもらおうと「地産地消（ちさ
んちしょう）」を行っています。地産地
消をすると、とれたてを食べることがで
きるので、新鮮で栄養たっぷりです。生
産者の顔がわかり、安全で安心して食べ
られます。遠くから運ばなくていいの
で、新鮮で安く買うことができます。い
いことがたくさんありますね。

おおざら 

こざら 

きょうどりょうり 



　　　小学校　№.２

１６日(火） ２４日(水）

おろしばたの

ごはん ぶたすき ごはん みそしる

１７日（水） ２５日(木）

　　　ごはんにかけてたべましょう！

ごはん あすかじる むぎごはん キーマカレー

１８日(木） ２６日(金）

　　　ごはんにのせてたべましょう！

むぎごはん ちゅうかどんのぐ ごはん ミネストローネ

１９日(金） ２9日(月）

ごはん かぶのクリームに ごはん ぬっぺじる

２２日(月） ３０日(火）

　　　ごはんにかけてたべましょう！

ごはん おでんふうに ごはん クリームシチュー

冬野菜について

味めぐり（いばらき県）

日本の味めぐり（いばらき県）

今日の中華丼に入っているしょうがに
つてお話します。しょうがはいろいろ
な料理に使われますが、小量しか使わ
れません。独特の香りや風味のほか、
すぐれた栄養成分が特徴（とくちょ
う）です。発汗（はっかん）作用や抗
菌（こうきん）作用があると言われて
います。生活習慣病予防やがんなどの
病気を予防するといわれています。給
食でもいろいろな料理につかっていま
す。しょうがは、主役ではなくわき役
だけどスーパースターです。

みなさん、ごはんだけを口の中に入れて
よくかんでみてください。あま～く感じ
てきませんか？
ごはんに含まれているデンプンは、ブド
ウ糖という甘みのある成分がくさりのよ
うにつながれてできています。
ごはんを炊くことによりブドウ糖のすき
間がゆるくなります。それをかんで唾液
の中にある消化酵素と混ざり合うこと
で、そのくさりが短くなり、ブドウ糖の
甘みが口の中にひろがるのです。
さあ、ごはんだけをかんでごはんの甘み
を味わってみてください。

おでんについて

ハッピーにんじん

れんこんについて

千草焼きについて

ひじきについて

和食の日

キーマカレーについて

しょうがについて ごはんのひみつ

今月の味めぐりは、茨城県（いばら
き）です。茨城県は水戸納豆で有名で
すが、今日は納豆ではなく、ぬっぺ汁
を紹介します。ぬっぺ汁は里芋などを
使ったねっとりした汁物です。似た料
理の「のっぺ汁」は、全国各地にあり
ますが、茨城の「ぬっぺ」はするめ
いかが入るのが特徴（とくちょう）
です。給食では、するめいかではな
く、いかを使用しています。よく味
わって食べてください。

最近、朝晩、寒くなってきましたね。
「おでん」がおいしい季節になりまし
た。給食のおでんは、こんぶとかつおぶ
しでだしをとり、とり肉、大根、里芋、
厚揚げ、こんにゃく、うずらの卵など、
たくさんの材料を入れて、じっくりとコ
トコト煮ます。おでんに入っている「大
根」は今が、旬（しゅん）の野菜です。
大根は、部位によって、甘みやからみ、
歯ごたえが違います。まん中のあたり
が、甘みがあるので、おでんに適してい
ます。料理によって使い分けて、大根の
おいしさを味わいましょう。

みなさんは、れんこんの穴を数えたことがあ
りますか？れんこんの断面を見てみると、大
きさや長さに関わらず、だいたい中央に１個
の穴、まわりに９個の穴があり、合計で１０
個の穴があります。この穴の役割は、泥のな
かにあるれんこんが、水上から泥の中へ空気
を運ぶためにあります。有明海をつつみこむ
ように広がる、佐賀平野や白石平野のねばり
けがある土壌（どじょう）が、れんこんの栽
培にとても適しているので、白石町では、れ
んこんの栽培がさかんです。シャキシャキと
した歯ごたえがいいですよね。今日はハッ
ピーにんじんの日です。だれのシチューには
いっているかな？

おかかあえ ひじきサラダ

たかなのしらすいため れんこんいりつくね

とりにくのりんごソースやき ぶたにくとれんこんのいために

１１月は、白菜や大根、ねぎなどの冬
野菜が、おいしい時期です。今日の給
食の「かぶのクリーム煮」に入ってい
る「かぶ」や、サラダの「ブロッコ
リー」も冬野菜の一つです。これか
ら、給食でも少しずつ登場してきま
す。冬野菜には、体を温める効果があ
ります。冬に近づいて寒くなってきま
した。冬野菜をたっぷりとって、寒い
冬を乗りこえましょう。

ブロッコリーのサラダ ししゃもフライ

くろはんぺんフライ てりやきチキン

だいこんのピリカラ ジャーマンポテト

ひじきのいために

ひじきは、海そうの仲間ですが、他に
海そうにはどんなものがあるか知って
いますか？こんぶ、のり、ワカメ、も
ずくなど、たくさんの種類がありま
す。日本は海に囲まれているので、昔
から海でとれる海そうをよく食べてき
ました。ひじきには、骨や歯を丈夫に
してくれたり、イライラを抑えたりす
るカルシウムがたくさん含まれていま
す。鉄分も多く含み、貧血（ひんけ
つ）の予防にもなります。

インド料理であるキーマカレーは、ひ
き肉を使用して作っています。料理名
である「キーマ」は、ヒンディー語で
細切れ肉やひき肉を意味します。ひき
肉で作るカレー料理のことをキーマカ
レーと呼んでいて、調理法などの細か
い決まりはないようです。
今日の給食のカレーには、豚肉のひき
肉を使っています。お味はいかがです
か？

さばのてりやき だいこんサラダ

１１月２４日は「和食の日」です。「和
食」は自然の恵みを生かす、日本の食文
化としてユネスコ無形文化遺産（むけい
ぶんかいさん）に登録（とうろく）さ
れ、今では海外からも、栄養のバランス
がとれて、健康的な食事として注目され
ています。給食でも、ごはんを中心に和
食の基本の型をふまえた配膳をすること
が好ましいとされています。日本の大切
な食文化を未来に伝えていきましょう。

ちぐさやき さばのごまごろもやき

伊万里市学校給食センター

ほうれんそうのアーモンドあえ おからにしめ

　　１１月のはいぜん表

『ちぐさやき』ってどんな料理か知っ
ていますか？『ちぐさやき』は、とき
卵に細かく刻んだいろいろな材料（鶏
肉、しいたけ、玉ねぎ、にんじんな
ど）を加えて焼き上げた料理です。
「ちぐさ」とは、いろいろな材料を入
れる料理につける名前です。焼き物の
他に『ちぐさ揚げ』『ちぐさむし』な
どの料理があります。野菜も食べられ
るので、お家でも食べたい一品です
ね。

きょうどりょうり 

きょうどりょうり 

きょうどりょうり 

おおざら 

こざら 


