
　　　　小学校　№.1

7　日 （木） 13日 （水）

しんたまねぎの むぎごはん

ごはん みそしる ポークカレー

8　日 （金） 14日 （木）

ごはん にくじゃが くろごめごはん はんぺんの

おすいもの

１１　日 （月） 15日 （金）

むぎごはん きつねうどん むぎごはん ほうれんそうの

（げんりょう） （げんりょう） クリームスープ

12日 （火） 18日 （月）

ごはん はるキャベツの ごはん じゃがいもの

みそしる みそしる

給食とうばんのみじたくについて 入学・進級お祝いメニュー

小学1年生は、今日が初めての給食です
ね。お味はいかがですか？給食には、み
なさんの成長に必要な栄養がいっぱい
入っています。今日の給食は、一番人気
の「カレーライス」です。カレーの中に
ハートや星の形をした「ハッピーにんじ
ん」を入れています。「ハッピーにんじ
ん」は、給食の時間が楽しくなるように
始めたものです。楽しみにしていてくだ
さいね。さてだれのカレーの中に入って
いるでしょうね。

　４  月のはいぜん表
伊万里市学校給食センター

しんきゅう　おめでとうございます。 1年生も給食がはじまります。

いそかあえ フルーツのヨーグルトあえ

とりのからあげ

幼稚園入園式（ようちえんにゅうえんしき）新しい学年のスタートです。みなさんの
心と体のすこやかな成長をささえるた
め、今年度も安全で安心、そして、おい
しい給食を提供（ていきょう）したいと
思っています。「こんだて表」「はいぜ
ん表」「給食だより」は、毎月、家庭へ
配布します。家庭内で目につきやすいと
ころにはって、おうちでの話題(わだい)
にしてください。「行事食」「きょうど
料理」「伊万里の旬（しゅん）の食材を
使った献立」など、いろいろな献立を計
画しています。お楽しみに！

給食とうばんは、みじたくをきちんとし
ましょう。①つめは、短く切りましょ
う。②せっけんで手をきれいに洗った
後、せいけつなハンカチでふきましょ
う。③つばや鼻水（はなみず）がとばな
いように、はなと口をマスクでしっかり
おおいましょう。④髪の毛は、ぼうしの
中に入れましょう。長い髪は、ゴムでと
めましょう。⑤白衣のボタンは、きちん
ととめましょう。給食とうばんは、クラ
スのみんなが食べるものを扱っていると
いう自覚（じかく）をもち、衛生に気を
つけて安全に給食とうばんの仕事をしま
しょう。

今日は、入学・進級お祝いメニューで
す。みなさん、入学・進級おめでとうご
ざいます。黒米ごはんは、お祝いメ
ニューやおくんちの時に登場します。黒
米は、東山代町川内野産ですよ。ごはん
をたく時に、こめに少量加えるとあざや
かに色づきます。また、給食は、学年に
応じてごはんの量やおかずの量がちがい
ます。皆さん進級して、3月までの給食
の量にくらべて少し増えています。ま
た、この量は、皆さんの体に必要な量で
す。残さずにしっかり食べましょう。

さばのみりんつけやき 　　　さわらのてりやき

さんしきあえ おかかあえ

給食とうばん以外の人のすごし方 朝ごはんをしっかりとろう！

給食とうばん以外のみなさんは、①窓を
開けて、空気の入れかえをしましょう。
②机の上を片づけて、きれいにしましょ
う。③手をせっけんでしっかり洗い、き
れいなハンカチでふきましょう。
給食をみんなが気持ちよく、楽しい食事
にするためには、協力し合ってしっかり
準備することが大切です。清潔（せいけ
つ）な環境（かんきょう）でおいしい給
食を味わいましょう。

みなさんは、朝ごはんをしっかり食べてき
ていますか？朝ごはんを食べるといいこと
がたくさんあります。①ぐっすり眠ってい
た体を温めて、動く準備（じゅんび）をし
ます。②脳にエネルギーがいきわたり、考
える力もアップします。③おなかの腸
（ちょう）の動きを助けてくれます。④1日
3回の食事を決まった時間に食べることで、
健康（けんこう）な生活リズムが生まれま
す。このように、朝ごはんをしっかり食べ
ることは、いいことづくしです。早寝・早
起き・朝ごはんを実行しましょう。

ミモザサラダ

チキンライスのぐ

ちくわのいそべあげ　

春においしい野菜はなにがあるでしょう
か？「春キャベツ」「アスパラガス」
「にら」「たけのこ」「新たまねぎ」
「グリンピース」などがあります。今日
の「春キャベツのみそしる」には、春
キャベツをたくさん使いました。キャベ
ツには、冬キャベツと春キャベツがあり
ます。冬キャベツは、葉がぎっしりまい
て、しっかりしています。春キャベツ
は、今の時期しか出回らず、葉がゆるく
まいて、やわらかいのが特徴（とくちょ
う）です。今がおいしい時期の春キャベ
ツを味わって食べましょう。

「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。おか
らは、大豆をすりつぶして豆乳を絞った
後ですが、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。中で
も食物せんいは、腸内（ちょうない）の
バランスを整えて、大腸（だいちょう）
がんを減らす働きがあるそうです。今日
は、郷土料理（きょうどりょうり）の
「おから煮しめ」をつくりました。味が
しみておいしいですね。

おからにしめ

小学校入学式

「春」の野菜について 「おから」について

かんころに

ちくわのいそべあげ　幼・小１こ

さばのかばやきふうに

入学・進級お祝い給食

とりにくのしおこうじやき

ひじきごはんのぐ

ごはんにまぜましょう

きょうどりょうり

こざら

ごはんにまぜましょう

きょうどりょうり

ハッピーにんじん

やきプリンタルト



　　　小学校　№.２

19日 （火） 25日 （月）

むぎごはん コーンスープ ごはん はっぽうさい

20日 （水） 26日 （火）

ごはん たまごスープ ごはん ちくぜんに

2１日 （木） 27日 （水）

ごはん さかなそうめんの ごはん オニオンスープ

すましじる

22日 （金） 28日 （木）

ごはん はなふの

ごはん クリームシチュー （げんりょう） すましじる

　　４　月のはいぜん表

「ビビンバ」について 八宝菜（はっぽうさい）について

伊万里市学校給食センター

今日は、韓国（かんこく）料理のまぜ
ごはん「ビビンバ」について紹介しま
す。韓国（かんこく）では「ビビン
パ」と発音(はつおん)するそうです。
「ビビン」はまぜる、「パ」はごはん
の意味です。ごはんの上に野菜のあえ
ものと味つけした肉や卵をのせて、コ
チジャンをかけます。具とごはんをま
ぜてから食べる料理です。韓国では食
事の時、おはしとスプーンを使って食
べます。給食では、ごはんの上にビビ
ンバの具をのせ、まぜて食べましょ
う。

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（ちゅうかりょう
り）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」という意味があり
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）を使ってい
るので、栄養もたっぷりです。

ビビンバ（やきにく) むしぎょうざ

ビビンバ（ナムル) てづくりふりかけ

「アスパラガス」について 「筑前煮（ちくぜんに）」について

「アスパラガス」は春から夏にかけて多
く収穫（しゅうかく）されます。ロケッ
トのような形に春の命を感じる野菜です
ね。アスパラガスには、「アスパラギン
酸」という体を元気にしてくれる成分が
たくさん含まれています。アスパラガス
から、発見されたことから、この名前が
つけられたそうです。今日の給食の「ア
スパラガスのサラダ」を食べて、午後か
らも元気に活動しましょう！

筑前煮（ちくぜんに）」は、ごぼう、に
んじん、れんこんなど根菜（こんさい）
と鶏肉（とりにく）を炒めて作る人気の
煮物です。筑前（ちくぜん）とは、福岡
県の筑前地方（ちくぜんちほう）のこと
です。また、筑前地方に伝わる、きょう
ど料理の「ちくぜんに」は「がめ煮」と
も呼ばれています。肉、野菜、油を使っ
た栄養的（えいようてき）にもとてもバ
ランスのとれた煮物といえます。さめて
もおいしくいただけますよ。

アスパラガスのサラダ ホキフライ

ふるさと食材伊万里の日

カレーコロッケ 春キャベツの

ハッピーにんじん 食事をするとき、食べ物の「命」につい
て考えてみたことがありますか？肉や
魚、野菜、くだものにも命があります。
それを、私たちは自分の「命」を守るた
めに食べているのです。食べ物を残して
すてることは、それらの「命」をむだに
したことになります。また、世界の国々
には、食べるものがなくて病気になった
り、死んでしまう人々が多くいます。食
べ物があることに感謝（かんしゃ）して
大切に食べましょう。

とりにくのカレーやき

さかなのマヨネーズやき ポテトサラダ

きんぴらごぼう

ちらしずしについて

今日は、ちらしずしです。給食センター
では、まぜごはんの具をごはんにまぜ
て、学校に届けることができないので、
教室でまぜてもらうことにしています。
大きなしゃもじをつけている時は、ごは
ん缶の中に具を入れて混ぜごはんにして
食べてください。今日は、「さんさいち
らし寿司」です。ごはんの食缶の中にち
らしずしの具をいれてごはんとまぜあわ
せて、つぎわけてください。さんさいが
入っていますので、春の香りを味わって
食べましょう。

しろみさかなのあんかけこふきいも

感謝（かんしゃ）してたべよう

ハンバーグの

オニオンソースかけ

給食には、昔から伝わる「郷土（きょう
ど）料理（りょうり）」が、よく登場
（とうじょう）します。今日の給食の
「きんぴら」も「郷土料理」の一つで
す。今日の「きんぴら」には『ごぼう』
が入っています。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
きますので、よくかんで食べましょう。

「きんぴらごぼう」について

台ふきんはきれいですか？

ぎょうざ　幼１こ・小２こ

アーモンドあえ

さんさいちらしすしのぐ

給食の配膳台をふいているふきんは、き
れいですか？ふきんはきちんと洗わない
とばい菌の住み家になってしまいます
よ。ふきんは毎回石けんできちんと洗っ
て、太陽にあてて干しましょう。太陽の
光の中にある紫外線が、ばい菌を消毒し
てくれます。台や机の上をしっかりふき
ましょう。あとは、しっかりしぼって干
し、乾かしましょうね。

きょうどりょうりきょうどりょうり

ごはんにまぜましょう！
ごはんにかけましょう

ごはんにまぜましょう！


