
　　　小学校　№.1

1日（火） ８日（火）

むぎごはん マーボとうふ むぎごはん だいこんと

２日（水） ９日（水）

とうにゅう

ごはん スープ 　　ごはん こうやとうふの

うまに

３日（木） 節分（せつぶん） 10日（木）

ごはん はるさめいり ごはん シチュー

みそしる

４日（金） １４日（月）

わかめと

むぎごはん にくじゃが むぎごはん チンゲンサイの

スープ

７日（月）

むぎごはん ひじきの

スープ

健康で元気な生活を！ だいこんとほうれん草のみそ汁！

はるまき きゃべつとりんごのサラダ

２月のはいぜんひょう
伊万里市学校給食センター

伊万里小５年生おすすめのみそ汁

　　　　　　　ほうれんそうのみそしる

バンサンスー そぼろどんのぐ

はくさいのおひたし

ツナサラダ

「豆乳（とうにゅう）」について！

「高野豆腐」は、豆腐を凍（こお）ら
せた後に、乾燥（かんそう）させて作
ります。日本に昔から伝わる保存食
（ほぞんしょく）です。今から約８０
０年前に考えられたといわれていま
す。大豆からできているので、たんぱ
く質やカルシウムが豊富（ほうふ）
で、骨や歯を丈夫にし、筋肉（きんに
く）をつくるもとになる食べもので
す。戦国武将の武田信玄は、軽くて、
栄養豊富な高野豆腐をいつも戦（いく
さ）にもって行ったそうです。

せかいの味めぐり～中国～ 「２月は逃げる」というように、あっと
いう間に過ぎてしまう月ともいわれま
す。寒さの中にも一歩一歩、春が近づい
てくる気配(けはい)も感じられるところ
です。でも、まだまだ桜の咲く時季（じ
き）まで寒さをしのがなければなりませ
ん。かぜやインフルエンザなどの感染症
（かんせんしょう）にかからないよう
に、栄養（えいよう）バランスのとれた
食事をとり、健康（けんこう）で元気な
生活をこころがけましょう。

今日のおすすめのみそ汁は伊万里小学
校５年生のおすすめのみそ汁は、大根
とほうれん草のみそ汁です。おばあ
ちゃんの畑で作った大根とほうれん草
をみそ汁に入れて作ったそうです。お
ばあちゃんが栽培（さいばい）された
新鮮（しんせん）な野菜をみそ汁に入
れて食べるのは、地産地消（ちさんち
しょう）であり体にとてもいいことで
すね。給食でも大根とほうれん草のみ
そ汁を献立に取り入れました。よく味
わって食べましょう。

とりにくのこうそうやき さわらのさいきょうやき

　ハッピーにんじん 給食クイズです。「豆乳（とうにゅう）」
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、水を加えて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（ふうみ）
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（ほうふ）で、他にもひふ
を丈夫にするビタミンＥも含まれています。
今日の給食（きゅうしょく）は豆乳スープで
す。大豆の風味（ふうみ）を感じながらいた
だきましょう。豆乳スープの中にはハッピー
にんじんが入っています。お楽しみに！

ブロッコリーのサラダ

だいずのごもくに サーモンフライ

春雨（はるさめ）入りみそ汁！

プルコギ

東山代小６年生のおすすめみそ汁 今日は、節分（せつぶん）です。節分とは
「季節（きせつ）を分ける」の意味（いみ）
で、季節の変わり目をさします。節分の日に
は、「豆（まめ）まき」が行われます。鬼
（おに）に豆をぶつけることにより、鬼（病
気などをおこす悪い気）を追い払い、１年の
健康（けんこう）を願います。給食では、大
豆の五目にを作りました。食べて、体の中か
ら鬼を追い払いましょう。また、今日のおす
すめみそ汁は、東山代小６年生のおすすめみ
そ汁です。みそ汁に春雨を入れるのが特徴
（とくちょう）です。油揚げに味をしみこま
せるといっそうおいしくなり、春雨のかわり
にうどんを入れても、おいしくなるそうで
す。家でも作って食べてみてください。

今日のサラダにはブロッコリーが入って
います。ブロッコリーは、明治の初めの
頃に伝えられ、その形から『緑花野菜
（みどりはなやさい）』と呼ばれていま
した。サラダ、炒め物、スープと幅広い
調理法（ちょうりほう）があり、味にく
せがないのでいろいろな食材（しょくざ
い）と組み合わせて味わうことができる
野菜です。今が旬の野菜です。かぜ予防
に役立つビタミンのほか、食物繊維
（しょくもつせんい）も豊富に含まれ、
かみごたえのある野菜なので、満腹感
（まんぷく）も得やすく便秘（べんぴ）
の予防にも役立ちます。

こふきいも

「韓国（かんこく）」の食事のマナーについて！

てりやきチキン

キャベツのメンチカツ だいこんのピリからづけ

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（しげき）を受けます。さらに胃腸
（いちょう）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。

いそかあえ

のりの日

２月６日はのりの日！

いわしのうめに

朝ごはんについて

２月６日はのりの日です。海からの贈り物で
あるのりに対する感謝（かんしゃ）の気持ち
をこめ、１９６６年に全国海苔貝類漁業協同
組合連合会（ぜんこくのりかいるいぎょぎょ
うきょうどうくみあいれんごうかい）が制定
した記念日です。昔の書物（しょもつ）によ
ればのりは、とても貴重（きちょう）な食物
だったそうです。そこで、のりがよく育ちた
くさんの人においしく食べてもらえるように
と願い記念日（きねんび）に決められまし
た。佐賀県は有明海に面し、のりの産地とし
て有名です。今日は、佐賀のりで和え物を作
りました。よく味わって食べてくださいね。

「プルコギ」は、韓国（かんこく）の
代表的（だいひょうてき）な料理のひ
とつです。韓国の食事の仕方で日本と
少しちがうところがあります。日本で
は、おはしを横向きにおきますが、韓
国では、たて方向に置くのが普通（ふ
つう）です。スプーンを使って「ごは
ん」や「スープ」を食べ、はしはおか
ずを食べる時だけに使っているそうで
す。「食事（しょくじ）のマナー」は
その国によって違（ちが）います。

ブロッコリーについて！

「高野豆腐（こうやどうふ」について！

ごはんにのせて食べましょう 



　　　小学校　№.２

１５日（火） ２２日（火）

むぎごはん カレーうどん むぎごはん ぶたすき

１６日（水） ２４日（木）

東山代小６年生のおすすめみそ汁

ごはん まごはやさしい ごはん とりじる

みそしる

１７日（木） ２５日（金）

ごはん ポークビーンズ むぎごはん ポークカレー

18日（金） ２８日（月）

むぎごはん つくねスープ ごはん すりみの

（げんりょう） みそしる

２１日（月）

むぎごはん クリームスープ

ふるさと食材伊万里の日 今月のふるさと食材伊万里の日は、こんにゃ
くについてです。伊万里でこんにゃくを製造
をされている「久保田こんにゃく」屋さんを
紹介します。久保田さんはとことん手作りに
こだわってつくられているそうです。そのこ
んにゃくは昔から「砂はらい」と言われ、体
のそうじ屋さんの役目をします。こんにゃく
に含まれている繊維質（せんいしつ）がコレ
ステロールや糖分を取り込んで、それらを一
緒に体の外に出してくれるからです。また、
大腸がんの予防にもなるといわれています。
そんな役目をしているこんにゃくは、出来立
てより一日おいたもののほうがおいしいそう
です。よく味わって食べましょう。

（こざら）

大坪小６年生のおすすめみそ汁

ひじきについて！

ひじきのいために

今日のおかずのひじきの炒め煮は、伊万
里で昔から食べつがれている郷土料理
（きょうどりょうり）の一つです。郷土
料理とは、その地域（ちいき）で広く伝
えられている料理のことで給食でも郷土
料理を出しています。ひじきはカルシウ
ムやミネラルやビタミンを多く含んでい
ます。とくに成長（せいちょう）には欠
かせないカルシウムや鉄分（てつぶん）
の多さは、海藻類（かいそうるい）の中
で１番です。また、カルシウムの量の多
い大豆と一緒（いっしょ）に煮ること
で、さらにカルシウム量がアップしま
す。しっかり食べましょうね。

今日は、牛乳についてお話をします。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、神経が情報をやりとりす
るときに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
牛乳をしっかりのんで、将来に備えて骨にカ
ルシウム貯金をしましょう。
今日のカレーには、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。

ごぼうサラダ

　ハッピーにんじん

伊万里市学校給食センター

ふるさと食材伊万里　こんにゃくについて！白菜（はくさい）について！

あつやきたまご

まごはやさしいみそ汁！

はくさいのこんぶあえ だいこんのゆかりあえ

　　２月のはいぜんひょう

今日のこんぶあえに白菜が入っていま
す。白菜についてのクイズを出します。
白菜は寒くなると、ある変化が起こりま
す。その変化とは何でしょうか？①色が
きれいになる②味が甘くなる③歯ごたえ
がよくなる答えは、②味が甘くなるで
す。白菜はあっさりとした味で、和え
物、汁物、鍋物（なべもの）、漬物など
の和食や、炒め物やスープ、シチューな
どいろいろな料理にも使われます。食物
繊維（しょくもつせんい）が多く、おな
かのそうじをしてくれます。

ちくわのいそべあげ

れんこんのきんぴら

元気な体をつくろう！

さんまのおかかに さばのしおやき

今日のおすすめみそ汁は、東山代小６年
生のまごはやさしいみそ汁です。まごは
やさしいの食ざいをみそ汁に使ったこと
で栄養いっぱいになるように考えられた
作品です。まごはやさしいとは、ま→
豆・大豆製品、ご→ごま、は（わ）→わ
かめ・こんぶやのりなどの海藻類（かい
そうるい）、や→野菜、さ→魚、し→シ
イタケなどのきのこ類、い→じゃがい
も・さつまいもなどのいも類のことで
す。このまごはやさしいの食材をそろえ
ることで栄養のバランスがとれます。今
日の味噌汁の「まごはやさしい」食材を
見つけてみてください。

たかなのしらすいため

オムレツ

れんこんチャーハンのぐ やさいコロッケ

元気な体をつくるためには、好き嫌（き
ら）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（かいそう）などは
体をつくります。野菜や果物（くだも
の）、きのこなどは体の調子（ちょう
し）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
りますので、なんでも食べることができ
るといいですね。

給食でよく使われている『じゃがいも』につ
いてお話をします。じゃがいもは、ビタミン
Ｃがたくさん含まれています。じゃがいもの
ビタミンＣは、でんぷんに包み込まれている
ので、加熱調理（かねつちょうり）しても壊
（こわ）れにくいのが特徴（とくちょう）で
す。じゃがいもは男爵（だんしゃく）とメー
クインがあり、男爵は、形が丸く食感
（しょっかん）がホクホクし、コロッケや
マッシュポテトなどに向いています。メーク
インは、長く卵形で煮崩（にくずれ）れしに
くいので、カレーやシチューなどの煮込み料
理に適（てき）しています。今日は、クリー
ムスープに入っています。

おからサラダ

むしぎょうざ きりぼしだいこんのサラダ

ハンバーグのソースかけ

今日のおすすめみそ汁は、大坪小６年
生の作品です。すり身の入ったみそ汁
で、すり身を凍（こお）らせた状態で
切って汁に入れることにより食感や舌
（した）ざわりがよくなるそうです。
野菜をたっぷり入れることで、栄養の
バランスがよくなります。すり身とい
ろいろな種類の食材がはいったみそ汁
です。よく味わって食べましょう。

じゃがいもについて！

「食べる」ことは私たちにとって「生きる」
ために必要（ひつよう）なことです。食べる
前の「いただきます！」は、「いのちをあり
がたくいただきます」という言葉（ことば）
です。どんなものにも「いのち」が宿（や
ど）っていて、私たちが食べるということは
その「いのち」をいただくということなので
す。感謝（かんしゃ）の気持ちを忘れずに、
最後（さいご）の一粒（つぶ）まできちんと
食べましょう。また、食後の「ごちそうさ
ま」は食事（しょくじ）を作ってくれた人、
食事するにあたって、関わってくれたすべて
の人への感謝の言葉です。心を込めて言いま
しょう。

牛乳に含まれるカルシウム

いのちをつなぐ　たべものたち！ すり身のみそ汁

　★ぎょうざ　幼　1こ　小　２こ

ごはんにまぜて食べましょう 

きょうどりょうり 


