
小学校　№.1

2日（月） 12日（木）

ヨーグルト
一食マヨネーズ

ごはん わかたけじる むぎごはん とうにゅうスープ

（げんりょう）

６日（金） １3日（金）

ごはん キャベツの ごはん しんじゃがの

みそしる そぼろに

９日（月） 16日(月）

幼～小4：１こ
小5～小６：２こ

ごはん マーボーとうふ むぎごはん ポークカレー

１0日（火） １7日（火）

ごはん パンプキン ごはん こまつなの

ポタージュ みそしる

1１日（水） １８日（水）

ふるさとしょくざいいまりのひ

幼～小3：１こ
小２～小６：２こ

ピースごはん しんたまねぎの ごはん クリームスープ

（げんりょう） みそしる

きりぼしだいこんのサラダ

やさいコロッケ

かいそうサラダ さわらのごまやき

ししゃもフライ

きんぴらごぼう

とりにくのこうそうやき

ひじきについて！

今日のごはんには「グリンピース」が入ってい
ます。「グリンピース」は、野菜のえんどうが
未熟な時にさやをむいて、やわらかい豆をとり
だしたものです。１つのさやに６～９つほどの
豆ができています。かたちからいえば豆です
が、栄養面からいうと野菜の仲間に分けられ、
食物せんいが多く含まれています。缶詰や冷凍
食品として一年中食べられますが、やっぱり春
から初夏の旬の味わいは格別です。旬の食材の
グリンピースを味わいながら食べてください
ね。また、今日はふるさと食材いまりの日で、
「玉ねぎ」を紹介します。伊万里でたくさんと
れている玉ねぎを使った新玉ねぎのみそ汁のお
味はいかがでしょうか？

　みなさんが毎日食べているごはんの主成分
は、体や脳のエネルギーとなる炭水化物で
す。また、良質のたんぱく質や脂質、亜鉛
（あえん）、ビタミンＢ１などを含んでいま
す。ごはんは味が淡泊なため、いろいろな料
理に合います。ごはんを中心にして、和食、
洋食、中華などのバラエティーに富んだ食事
が楽しめます。また、日本ではごはんとおか
ずを交互（こうご）に食べる習慣があり、た
んぱく質や脂肪のとりすぎを自然にセーブし
てくれています。給食の量くらいのごはんを
朝ごはんからしっかり食べましょう。

今が旬のグリンピースについて 　　　　ごはんで栄養バランスをアップ！！　　　　　

みなさん、朝ごはんを食べてきましたか？朝ご
はんの働きは、主に３つあります。1つ目は、
体や脳へエネルギーを補給してくれます。2つ
目は、体に朝が来たことを知らせ、健康的な生
活リズムをつくってくれます。3つ目は、体を
ウオーミングアップさせてくれます。朝ごはん
を食べたり食べなかったり、または、少ししか
食べていなかったりする生活を続けていると、
なかなか体にエンジンがかからなくなってしま
い、やる気も出ず、イライラしがちになるそう
ですよ。また、朝ごはんをきちんと食べている
人ほどテストの成績がよい傾向がみられるそう
です。早寝、早起きをしてしっかり朝ごはんを
食べて登校し、学校生活を充実させてくださ
い。

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。
今日は、伊万里で昔から食べ継がれてきてい
る郷土料理の「ひじきの炒め煮」です。お味
はいかがですか？

ひじきのいために

パワーの源朝ごはんについて

バンサンスー フルーツミックス

ごもくパオズ

牛乳の栄養について 献立表について！

牛乳は、良質なたんぱく質、脂質、炭水化物の三
大栄養素、そしてカルシウム、ビタミンA、B2
など私たちが健康にくらしていく上で必要な栄養
素をバランスよく含んだ飲み物です。そして牛乳
に含まれるこれらの栄養素は丈夫な骨を作ってく
れる材料でもあります。実は、骨の中のカルシウ
ムの量は２０歳ごろがピークで、あとは減ってい
き、じょじょに骨が弱くなっていくと言われてい
ます。ですから、２０歳までに「骨貯金」をして
いきましょう。骨貯金に最も適した時期は成長期
の骨が増えていくときと言われています。まさ
に、今のみなさんたちの時期にしっかりカルシウ
ムを含んだ牛乳などの食品をとり、骨貯金をして
おくことが将来のみなさんたちの健康につながっ
ていくのです。休みの日でも、家で牛乳をコップ
1杯飲みましょうね。

ハッピーにんじん 毎月献立表を配っていますが、「今日の給食
なにかな？」と献立名を見るだけでなく、
「材料名と体の中の働き」のところも見てく
ださい。食べ物は働きによって３つに分けら
れます。１つは、骨や血、筋肉など体を作っ
てくれる食べ物で、牛乳や肉、卵、豆腐など
です。２つ目は、力や体温などのエネルギー
になる食べ物で、ごはんやパン、いも、油な
どです。３つ目は、体の調子を整える食べ物
で、野菜や果物、きのこなどです。使われて
いる食べ物がどんな働きをするのかがわかり
ます。いろいろな食べ物の働きを知りましょ
う。
今日は、カレーの中にハッピーにんじんが
入っていますよ。お楽しみに。

あじのマヨネーズやき いわしのおかかに

いそかあえ さんしきあえ

お盆の上の食器のおき方が決まっていることを
知っていますか。ごはんは左手前、汁物は右手
前、その向こうにお皿のおかずをおきましょ
う。和食の献立のときは、メインのおかずを上
に盛り付けて、手前にそえの野菜を盛り付けま
す。洋食はその逆で、手前にメインのおかず、
その向こうに野菜を盛り付けるのが基本です。
おいしそうに見えるように盛り付けてくださ
い。あじのマヨネーズやきといそか和えをはな
しておきましょう。食べる時は、茶わんやはし
をきちんと持ちましょう。茶わんをもって食べ
ることで、食べやすくなり、食べこぼしを防い
だり、見た目にも美しくなります。背筋も伸び
るので、消化にもいいですよ。

「新じゃが」のおいしい季節です。収穫
したばかりの「新じゃが」は、皮がうす
くてやわらかいのが特徴です。
「新じゃが」の収穫は、九州地方で３月
初めから６月まで出回ります。じゃがい
もには、体にとって熱や力となるでんぷ
んがたくさん含まれていますが、野菜と
同じようにビタミンBやビタミンCも
いっぱいあるので、からだにとてもよい
食べ物です。ただ、春先に出てくる青い
芽のところには「ソラニン」という毒が
あるので、しっかりとりのぞいてから料
理に使ってくださいね。

食器のおき方・もりつけ方について 新じゃがについて！

５月５日は「こどもの日」の祝日です。五節句
の一つである「端午の節句」の日です。今日の
給食は、端午の節句の行事食です。みなさん、
行事食を知っていますか？行事食とは、季節ご
との年中行事やお祝いの時に、その季節にあっ
た旬の食材が使われた特別な食事のことを言い
ます。昔から受け継がれてきた伝統的な食事が
中心です。また、行事食には家族の幸せや健康
を願う意味がこめられています。端午の節句に
は、かしわもちが食べられますが、かしわの葉
が新しい葉が出るまで古い葉が落ちないことに
あやかり、家が代々続くことを願って食べられ
ていたそうです。今日の旬の食材は、新茶の葉
とたけのこです。初夏の食材を味わってくださ
い。

シシリアンライスの作り方はいたってシンプ
ルで1枚のお皿に炊き立てごはん、炒めたお
肉、サラダ、最後にマヨネーズを網目状にか
けるのが基本の形です。シシリアンライスの
由来は、いろいろありますが、佐賀のお隣の
長崎に「トルコライス」というメニューがあ
りますが、「トルコ」という国の隣に「シリ
ア」という国があり、佐賀と長崎が隣である
ことから、長崎トルコライスに対抗してシリ
アからシリア…シシリア…シシリアンライス
…と変わって行き、名づけられたのではない
か？と言われています。シシリアンライス
は、主食、主菜、副菜が一度にとれる栄養バ
ランスがいい料理です。ぜひ、お家の人と
作ってみて下さい。

ちくわのしんちゃあげ シシリアンライス（やきにく）

かしわめしのぐ シシリアンライス（サラダ）

５　月のはいぜん表
伊万里市学校給食センター

端午の節句（たんごのせっく）行事食 佐賀のご当地グルメ「シシリアンライス」について

きょうどりょうり

ごはんにまぜましょう

きょうどりょうり

ごはんのうえにやきにくとサ
ラダをのせて、マヨネーズを
かけてたべてください

こざら

ごはんにかけましょう



小学校　№.２

1９日（木） 26日（木）

むぎごはん はるさめじる ごはん けんちんじる

２０日（金） 2７日（金）

ごはん こうやどうふの むぎごはん ワンタンスープ

うまに

２3日（月） 30日（月）

むぎごはん タイピーエン ごはん とりだんごの

みそしる

２4日（火） ３１日（火）

ごはん あいしょうじる むぎごはん もずくの

スープ

25日（水）

ごはん ミネストローネ

ポテトのチーズに

しっかり食べて、元気な体をつくろう！

さかなのレモンあげに ツナサラダ

相性汁（あいしょうじる）について！

食べ物は、体の中でさまざまな働きをしま
す。病気をしない体、少しぐらいつかれても
すぐ元気をとりもどす体、それらはみんな毎
日の食事が関係しています。人は、じっとし
ていたり、ねている間でもエネルギーを使っ
ています。そして、運動をすると特に、多く
のエネルギーを使います。使ったエネルギー
を食事からとらないと、体に必要な栄養素が
不足して、つかれがたまったり、けがのもと
になるので、栄養のバランスのとれた朝・
昼・夕ごはんの3食の食事をしっかりととり
ましょう。

オムレツ

にら　について！

相性とは、同じ季節に出回る食材のう
ち、組み合わせて調理すると、味や香り
などが互いを引き立てあうものの組み合
わせのことを言います。例えば、大根と
さば、まつたけとすだち、里芋とゆずな
どです。今日の給食では、「みそと牛
乳」という組み合わせが意外とおいしく
相性がいいことから「相性汁」という名
前の汁ものにしました。まろやかな味の
みそ汁です。お味はいかがでしょうか。

今日は、「から揚げ丼の具」に『にら』を
使っています。1年中スーパーで見かけます
が、旬は春先から初夏です。にらは香りがつ
よい野菜ですよね。「古事記（こじき）」や
「万葉集（まんようしゅう）」などの古い書
物に登場するほど昔から日本で食べられてい
る野菜です。独特の香りの成分が、胃酸（い
さん）の分泌（ぶんぴつ）をよくしてくれま
す。にらを選ぶときは、葉先がピンとしてつ
やがあり、緑色が濃くみずみずしいものがお
すすめです。鮮度が落ちやすいので、水でし
めらせた新聞紙に包んで保存するといいです
よ。今日は、から揚げ丼の具をごはんの上に
のせて旬のにらの香りも感じながら食べてく
ださいね。

きゃべつのこんぶあえ からあげどんのぐ

郷土料理とは、その地域でとれた食材を使っ
て、その地域で広く食べつがれている料理の
ことを言います。伊万里にも郷土料理が数多
くあり、料理本で紹介されています。その中
から、給食でも作れる郷土料理を回数多く出
していきますので、ぜひ味を覚えて作れるよ
うになってほしいと思います。給食だよりで
作り方を少しずつ紹介していきたいと思いま
す。今日は「かんころ煮」です。かんころと
は、大根を切って蒸して乾燥させたもので
す。干すことによって味も栄養価もアップし
ます。大根の自然の甘みがおいしいですよ
ね。

ぎょうざ　幼１こ・小２こ さばのしおやき

たかなごはんのぐ かんころに

味めぐり～熊本県について 郷土料理（きょうどりょうり）について

あじめぐり（くまもとけん） 今日の給食は、熊本県の味めぐりです。
熊本県の「阿蘇高菜漬け」が有名なの
で、高菜ごはんの具を作りました。高菜
は、阿蘇の寒冷な気候と火山灰の台地が
育む伝統野菜とされています。ごはんが
すすみますよね。また、タイピーエン
は、熊本県の給食でも出されるほどの熊
本の人のソウルフードなのだそうです。
とりガラスープに野菜や魚介などのたく
さんの具材を使い、春雨が入った麺料理
です。中国の郷土料理ですが、熊本に伝
わり、多くの人が食べるようになり、い
つしか熊本の地で身近な郷土料理として
根付いたものだそうです。

ハッピーにんじん

さけのみそチーズやき きゅうりのそくせきづけ

ほうれんそうのごまあえ プルコギ

プルコギについて！
「高野豆腐（こうやとうふ）」は、凍り豆腐
（こおりどうふ）とも言われます。およそ、
800年前の鎌倉時代に、和歌山県の高野
山で食事作りを担当していた小僧さん
が、冬の寒い夜、誤ってとうふを外に落
としてしまい、それが翌日になったら
凍っていて、溶かして食べてみたとこ
ろ、食感が面白くことのほかおいしいと
いうので食べられるようになったといわ
れています。高野豆腐は、だし汁をたっ
ぷりと含み、口の中に入れてかんだ時に
出てくるだしの味をしっかり味わえる和
食にぴったりの食材ですね。

プルコギとは、韓国料理の中でもポピュラー
な肉料理です。韓国語で「プル」は火を「コ
ギ」は肉を意味します。日本では肉を焼く料
理といえば焼肉が頭に浮かびますが、プルコ
ギは焼肉とすき焼きの中間のような料理で
す。また、韓国料理といっても辛くない場合
が多く、甘いたれを使った味付けが日本人の
味覚によく合い、国内で広く食べられるよう
になりました。牛肉を使うのが一般的です
が、本場である韓国でも豚肉や鶏肉など様々
なバリエーションで食べられているそうで
す。今日の給食も豚肉バージョンです。お味
はいかがですか？

「こうやとうふ」について！

 食事マナーは、自分自身がスムーズに気持
ちよく食事をしたり、周りの人をいやな気持
にさせないためにとても大切です。特に次の
ことに気を付けましょう。
①姿勢を正しましょう。テーブルと体の間を
こぶし1つ分くらい開け、背筋を伸ばしま
しょう。
②はしを正しく持ちましょう。下のはしは、
動かさず、人差し指と中指で上のはしを動か
しましょう。
③食器をもって食べましょう。茶わんやおわ
んを持って食べると姿勢がよくなり、食べこ
ぼしも防げます。
④ごはんとおかずを交互に食べましょう。

みなさん、体調はいかがですか？学校で
体がだるくなったり、おなかや頭が痛く
なったりしていませんか？毎日を健康に
すごすためには、よい生活リズムをつく
ることが大切です。朝・昼・夕の3食
を、できるだけ決まった時間に食べるこ
とで、生活リズムを作りやすくなりま
す。早起きをして、朝ごはんをしっかり
食べて学校に行きましょう。

おからサラダ ゆかりあえ

ぶたにくのしょうがいため メンチカツ

　　５　月のはいぜん表
伊万里市学校給食センター

食事のマナーについて 生活リズムについて！

ごはんにまぜましょう

きょうどりょうり

ごはんの上にのせてたべましょう


