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１日 (水） 7日 (火）

むぎごはん わかめスープ むぎごはん さかなそうめんの

すましじる

２日 (木） ８日 (水）

むぎごはん こんさいカレー

ごはん なめこの

みそしる

３日 (金） ９日 (木）

ごはん だいこんと ごはん かきたまじる

ぶたにくのにもの

６日 (月） １０日 (金）

ごはん ほうれんそうの ごはん はっぽうさい

クリームスープ

とりにくのマスタードやき

さつまいもについて

１２ 月のはいぜん表
伊万里市学校給食センター

１２月に入り、寒さが一段と増して
きました。寒くなると、かぜをひき
やすくなります。かぜをひかないた
めには、栄養を十分にとって、夜は
早く寝て、体を疲れさせないように
心がけることが大切です。また、外
から帰ったときの手洗いうがいも
しっかり行うようにしましょう。毎
日の心がけが、かぜの予防に効果的
です。

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が
刺激を受けます。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。

かぜにまけない体をつくろう 朝ごはんについて

ほうれんそうとたまごのあえもの しろみさかなのたつたあげ

プルコギどんのぐ にくみそどんのぐ

きょうどりょうり・きんぴらごぼうについて 海そうについて！

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「きんぴらごぼう」も「郷土料理」
の一つです。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る
ので、よくかんで食べましょう。

★ハッピーにんじん 今日のサラダに入っているわかめ
は、海そうの仲間です。海そう類
は、こんぶやひじきなどにもカルシ
ウムがたくさん含まれています。カ
ルシウムは骨や歯を丈夫にしたり、
イライラした気持ちを落ち着かせる
働きがあります。海そう類をおうち
でもしっかり食べましょう。今日
は、ハッピーにんじんの日です。だ
れのカレーの中にはいっているか
な？お楽しみに！

さけメンチカツのソースかけ かいそうサラダ

きんぴらごぼう

あつやきたまご

ふゆやさい～だいこん～について れんこんについて

大根は遠くヨーロッパから中国そして日
本へとやってきました。日本で一番たく
さん作られている野菜です。生でもおい
しく、煮てもおいしい、そして干しても
おいしいどんな料理にもあう野菜です。
大根にはかぜをひきにくくする、ビタミ
ンＣがいっぱいです。他にもでんぷんや
油を分解（ぶんかい）する力があるので
消化を助けます。給食に使われている冬
の大根は、伊万里で栽培（さいばい）さ
れたものです。よく味わって食べましょ
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（さ
いばい）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。

さばのみぞれに

はくさいとこまつなのごまあえ れんこんのきんぴら

切り干し大根とたくあんについて

今日の給食は、「さつまいもサラダ」で
す。「さつまいもサラダ」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。「さつま芋」には、かぜの予防や
ひふの調子を整える効果があるビタミン
Ｃは、加熱してもこわれにくい性質を
もっています。また、食物せんいが豊富
で、おなかの中のそうじをしてくれる働
きもあります。今からおいしくなる「さ
つま芋」をいろんな料理にして食べて、
つかれをふきとばしましょう。

今日の献立のはりはり大根には、切り干し
大根とたくあんが入っています。切り干し
大根は、大根を細く切り乾燥（かんそう）
させてつくります。たくあんは、大根を干
して塩漬けにした漬けものです。大根は日
本で一番多く作られている野菜です。干し
て乾燥させたり、漬物として塩漬けするこ
とで長期間保存することができます。昔
は、野菜が少ない時に食べていたそうで
す。切り干し大根もたくあんも、昔の人の
知恵の詰まった食材です。歯ごたえのある
大根をよく味わってたべましょう。

さつまいもサラダ はりはりだいこん

はるまき

ごはんにかけてたべましょう 

きょうどりょうり 

こざら 

ごはんにかけてたべましょう 



小学校　№.２

１3日 (月） ２０日 (月）

ひじき

ごはん はくさいの むぎごはん こんさいの

みそしる （げんりょう） みそしる

14日 (火） ２１日 (火）

むぎごはん とうにゅう むぎごはん ちゅうかスープ

スープ

15日 (水） ２２日 (水）

ごはん ふくがしらの ごはん にこみ

うまに （げんりょう） うどん

１６日 (木） ２３日 (木）

ごはん ふゆやさいの ごはん イタリアン

シチュー スープ

１７日 (金）

ゆかり こまつなの

ごはん みそしる

幼～小２　１こ　省３年～小６年　２こ

はたはたのからげ

かぼちゃのいとこに

日本の味めぐり給食～あきた県

きょうは、日本の味めぐり給食です。今
月は古くから米どころとして名高い秋田
県です。あきた県名物の魚です。はたは
たは初冬に水揚げされます。「いとこ
煮」佐賀県の郷土料理（きょうどりょう
り）でもあります。日本各地で作られて
いる郷土料理（きょうどりょうり）です
か、秋田県や伊万里のいとこ煮は、あず
きとかぼちゃだけで作りますが、他地区
ではかぼちゃの他にいろいろな具材がは
いります。よく味わって食べましょう。

味めぐり(あきた県）

ビビンバ（ナムル）

みなさんは、「冬野菜」というと、どんな
野菜を知っていますか？にんじん、大根、
キャベツ、白菜、ほうれんそう、ブロッコ
リー、まだまだたくさんありますね。みな
さんのおうちでも、これらの野菜を栽培
（さいばい）されているところもあるかも
しれませんね、冬が旬（しゅん）の野菜
は、大地の栄養分をたっぷり含み、太陽の
恵みをうけて、大地の中で大きく育つもの
が多いのです。また、食物繊維（しょくも
つせんい）やビタミンを多く含み、病気に
かかりにくい体を作ってくれます。冬野菜
をしっかり食べましょう。

★ハッピーにんじん

ハンバーグのケチャップソースかけ とりにくのからあげ

　　１２月のはいぜん表
伊万里市学校給食センター

「おから」について 牛乳に含まれるカルシウム

「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。豆乳
を絞った後にもかかわらず、たんぱく質
は、もとより、食物繊維（しょくもつせ
んい）、カルシウム、ミネラル類を多く
含む栄養に富んだ食べものです。食物繊
維（しょくもつせんい）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、おからのサラダをつ
くりました。しっとりしておいしいです
ね。

寒くなってきたので、冷たい牛乳は飲みた
くないな・・と思っている人はいません
か？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（きゅうしゅ
う）されやすい形になっています。カルシ
ウムは、丈夫な骨をつくるほか、筋肉を動
かしたり、神経（しんけい）が情報（じょ
うほう）をやりとりするときに使われる大
切な栄養素（えいようそ）です。成長期
（せいちょうき）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のん
で、将来に備えて骨にカルシウム貯金をし
ましょう。

さんまのかんろに ぎせいどうふの

おからサラダ やさいあんかけ

豆乳について

シューマイ　幼　１こ　小　２こ 給食クイズです。「豆乳」は、なにから
できているでしょうか。正解は「大豆」
です。豆乳は大豆を水につけてすりつぶ
し、煮つめた汁を布でこしたものです。
見た目は、牛乳に似ていますが、味は大
豆のしっかりとした風味があります。大
豆は、体をつくるもとになるたんぱく質
が豊富で、他にも皮ふを丈夫にするビタ
ミンＥも含まれています。今日の給食は
豆乳スープです。大豆の風味を感じなが
らいただきましょう。

今日は、１年中で昼の時間が一番短い
「冬至（とうじ）」です。この冬、病気
をしませんようにと、この日にかぼちゃ
を食べたり、おふろにゆずをいれた「ゆ
ずゆ」に入る習慣があります。今日は、
かぼちゃをつかった「ほうとううどん」
とゆずのかおりがする魚のゆずみそやき
を作りました。今週は冬休みに入りま
す。年末、年始の特別な行事食にふれな
がら健康に気をつけた生活を送りましょ
う。

「手あらい」は、かぜやインフルエン
ザ、食中毒などの感染症の予防にとても
効果的です。外から帰った時や、食事の
前、トイレの後などには、せっけんを
使って手のすみずみまできちんと洗いま
しょう。指先、おやゆび、指の間は、特
に洗い残しが多い部分です。水が冷たく
感じるようになりましたが、洗い残しが
ないように気をつけましょう。そして、
手を洗ったあとは、せいけつなハンカチ
できれいにふきとりましょう。

シューマイ ビビンバ（やきにく）

キムチどんのぐ

ふるさと食材伊万里の日～ふくがしら～ 冬至（とうじ）食について

今月のふるさと食材伊万里の日では、「福
頭（ふくがしら）」という里芋を紹介しま
す。「福頭（ふくがしら）」は、12月に
なると東山代地区でたくさん作られていま
す。年間をとおして「福頭（ふくがし
ら）」を食べることができるように、たく
さんとれる時期に冷凍保存してもらってい
ます。福頭（ふくがしら）は、１この大き
さがソフトボールくらいあります。とても
やわらかくておいしいのですが煮くずれし
やすいので、コトコトとやさしく煮るのが
おいしくつくるためのコツです。

ちくわのいそべあげ さかなのゆずみそやき

おかかあえ れんこんサラダ

冬野菜について 今年最後の給食

今日で、今年の給食は最後です。皆さん
ほとんど人が大好きなからあげにしまし
た。イタリアンスープは、パン粉・チー
ズ・卵を混ぜ合わせて最後にスープの中
にそそいで作ったものです。そのイタリ
アンスープの中にハッピーにんじんが
入っています。楽しみに食べて下さい。
あさってから冬休みです。年末やお正月
は、もちつきやお正月の行事がもりだく
さんです。行事食には、それぞれいわれ
がありますので、おうちの人に聞いたり
調べたりしてみましょう。

せっけんで手をしっかりあらいましょう！

冬至（とうじ）

キャベツとりんごのサラダ ナッツいりサラダ

ごはんにまぜてたべましょう 
ごはんにかけてたべましょう 


