
　　　　小学校　№.1

1日（火） ８日（火）

シューマイ　幼１こ　小２こ

むぎごはん うまに むぎごはん ちゅうかどんのぐ

２日（水） ９日（水）

ごはん もちむぎいり ごはん だいこんの

ミネストローネ みそに

３日（木） １０日（木）

ごはん なのはなの

（げんりょう） おすいもの くろごめごはん はなふの

すましじる

４日（金）

ごはん ちゃんこうどん

（げんりょう）

７日（月）

ごはん やさいスープ

さわらのあけぼのやき

きんぴらごぼう

スパゲティソテー

あじのバジルソースやき

とりにくのしおこうじやき

ひなずしのぐ ヨーグルト

はいぜん　について

コールスローサラダ

今日のおかずの「とりにくのしおこうじ
やき」は、「しおこうじ」という米を発
酵（はっこう）させたものに漬けこんで
焼いています。発酵（はっこう）食品
は、おなかの環境（かんきょう）をとと
のえるはたらきがあります。おなかのか
んきょうがいいと、病気にかかりにくい
といわれていますので、いろんな発酵
（はっこう）食品を食べましょう。発酵
食品には「しおこうじ」の他に「なっと
う」「みそ」「ヨーグルト」「チーズ」
「キムチ」などがあります。

はっこうしょくひん　について

みなさん，お盆の上は正しく食器がのっ
ていますか？
手前の左がごはん、手前右が汁椀、その
向こう側にお皿、お皿の右横に牛乳があ
りますか？
これは、食事をスムーズに美しく食べる
ために決められたルールです。
また、その器に料理を盛る時は、見た目
も美しく食欲がわくように盛り付けま
しょう。食べる人のことを考えて盛り付
けることがポイントですよ。

３月と言えば、３月３日が桃の節句
（せっく）「ひなまつり」ですが、ひな
まつりには、ひな人形をかざり桃の花や
ひしもちを供(そな）えます。また、子ど
もの健康と幸せをねがい「ちらしずし」
や「はまぐりのおすいもの」を料理して
お祝いをします。今日の給食は、みなさ
んがすこやかに成長することをねがって
つくりました。ひなずしのぐをごはんに
まぜて、きざみのりをかけて食べてくだ
さいね。

小学６年生、中学３年生、幼稚園の年長
さん、卒業、卒園おめでとうございま
す。今日は、卒業お祝いメニューの給食
です。日本では、お祝いの時には、よく
お赤飯（せきはん）を食べますが、給食
では、伊万里産の赤く色づく黒米（くろ
ごめ）を入れて「黒米（くろごめ）ごは
ん」を作りました。給食の基本は、「主
食・主菜・副菜・牛乳」の組み合わせで
す。これは、成長期のみなさんの体に必
要な栄養をバランスよくとりいれるため
です。食事の基本として覚えておいてく
ださいね。

ハッピーにんじん

とんかつ

てづくりふりかけ

「もものせっく」のぎょうじしょく そつぎょう　おいわい　きゅうしょく

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が、
なんでも食べることができるといいです
ね。

3月は，学校給食でもまとめの月です。4月
から給食を通して学習したことをもう一度思
い出してしっかり身についているかを振り
返ってみましょう。
よい食事のマナーとは、一緒に食べている人
がいやな気持ちにならないように気をつける
ことです。今年はコロナ感染防止対策で楽し
くおしゃべりしながらの給食ができませんで
したが、感染防止のために必要なマナーが身
につきましたか？いただきますまでは、ちゃ
んとマスクをし、手洗いは石けんを使い、指
の間やつめのまわりまできちんと洗いましょ
う。大きな声を出したり、歩き回ったりせ
ず、落ち着いて食べましょうね。

ジャーマンポテト おかかあえ

とりのからあげ

元気な体をつくろう 食事のマナー　について

今日から３月ですね。春の足音
（あしおと）が聞こえ心はずむ３
月は、学校では、１年のしめくく
りの月になります。この１年間の
学校生活はどうでしたか？健康
（けんこう）にすごすことができ
ましたか？給食はどうですか？残
（のこ）さずに食べることができ
ましたか？新しい学年、学校に向
けて最後（さいご）の月を元気に
すごしましょう。

日本の食事作法（さほう）は、『はしに
始まり、はしに終わる』というほど、は
しは大切な食事の道具です。美しい「は
し使い」をすると、料理を食べやすくな
るだけでなく、ほかの人にもよい印象
（いんしょう）をあたえます。学校の給
食でもほとんどが「おはしの食事」で
す。自分がちゃんと持って食べているか
確認してみてくださいね。

今日から３月です はしのもちかた  について

いわしのしょうがに さんしきあえ

　３月のはいぜん表
伊万里市学校給食センター

いそかあえ シューマイ

ひなずしのぐをごはんにまぜ、

きざみのりをかけてたべましょう。

一食きざみのり

ごはんにかけてたべてください

きょうどりょうり

ごはんにかけて食べましょう



　　小学校　№.２

11日（金） 18日（金）

中学校卒業式 小学校卒業式

ごはん とうにゅういり ゆかりごはん コンソメスープ

みそしる

14日（月） 22日（火）

むぎごはん チキンカレー じゃがいもの

ごはん そぼろに

15日（火） ２３日（水）

ごはん ワンタン ごはん ぶたじる

スープ

16日（水）

ごはん とうふとわかめの

みそしる

17（木）

ごはん クリームスープ

れんこん　について

さばのあげに

おからにしめ

れんこんサラダ

てりやきチキン

きゅうりのそくせきづけ

たんたんめしのぐ しろみさかなのフライ

きょうどりょうり  について

みなさんは、れんこんの穴を数えたこと
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。しゃ
きしゃきとした歯ごたえがいいですよ
ね。

おから煮しめは、伊万里の郷土料理で
す。給食では、おから煮しめの他にも伊
万里の郷土料理を出してきました。「ひ
じきの炒め煮」「かんころ煮」「ごぼう
のきんぴら」「にごみ」「おろしばたの
みそ汁」などです。覚えてもらえたで
しょうか？郷土料理とは、伊万里の産物
を上手に活用して、伊万里の風土にあっ
た料理として食べつがれ、先人の知識と
愛がつまった料理です。しっかり味わ
い、受け継いでいきたいものですね。

春休みのすごし方　について

みなさん、この一年間で，苦手な食べ物
を少しでも食べることができるようにな
りましたか？好きなものばかり食べてい
ると、体に必要な栄養素がとれなくて、
つかれやすく元気がなくなったり、病気
にかかりやすくなったりします。ひとつ
の食べもので、すべての栄養素をふくん
でいるものはありません。食べものはそ
れぞれ大切な働きをもっています。でき
るだけ好ききらいせず、なんでも食べま
しょうね。

今年度、最後の給食です。みんなで協力
して配膳や準備ができましたか？きらい
な食べ物がある人は、一つでも食べられ
るようになりましたか？
春休みは，次の学年に向けて体調を整え
るためにも朝、昼、夕の1日3食しっかり
食べましょう。4月6日の始業式を元気に
新たなスタートが切れるようによい生活
リズムで過ごしてくださいね。

ほうれんそうのアーモンドあえ

ひじきサラダ ビーフンいため

なんでも食べることの大切さ　について

カレーは人気ナンバー１のメニューで
す。しかし、カレーを食べる時に心が
けてほしいことがあります。
それは，カレーだけ食べるのではな
く，サラダやフルーツを組み合わせて
食べることです。今日のように野菜料
理を組み合わせると栄養バランスがよ
くなります。

「食べる」ことは私たちにとって「生き
る」ために必要なことです。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」という言葉です。
どんなものにも「いのち」が宿ってい
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。感謝の気持ちを忘れずに、最後の一
粒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。

あつやきたまご

組み合わせて食べる大切さ　について いのちをつなぐ食べ物たち

今日の給食に、昔から伝わる「郷土料理
（きょうどりょうり）」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、大根を切って干
したものです。かんころは、乾物（かん
ぶつ）、かんころにはきいつでもたべら
れます。だから、かんころ煮は季節（き
せつ）をとわず、作られる料理です。か
んころは、甘みがでるので、大寒（だい
かん）といわれる１月の２０日頃に作る
と言われます。干すことで栄養もギュッ
と濃縮（のうしゅく）されています。味
をしっかりおぼえて、作れるようになっ
てほしい料理（りょうり）です。

食事の前の手洗いは、石けんを使ってき
ちんと洗っていますか？せいけつなハン
カチを持ち歩いていますか？手は、いろ
んなところをさわるので、目に見えない
よごれやウイルスがいっぱいついていま
す。食事前には必ず石けんを使って手洗
いをしましょう。指の間や親指のつけ根
の部分、つめの周りやつめの中、手のこ
うや手首までしっかり洗ってから、いた
だきましょう。

伊万里市学校給食センター

きょうどりょうり・かんころにについて 手洗い　について

しろみさかなのあまずあんかけ パプリカとはるキャベツのサラダ

ハッピーにんじん

　　　３月のはいぜん表

かんころに マカロニグラタン

こざら

きょうどりょうり

たんためしのぐをのせて、まぜながら

たべましょう。

きょうどりょうり

ハッピーにんじん
だれのカレーに入って
いるかな？


