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７日 （月）

ごはん 肉じゃが

8日 （火）

ごはん 春雨汁

1日 （火） 9日 （水）

ヨーグルト

ごはん 飛鳥汁 ごはん マーボー豆腐

2日 （水） 10日 （木）

ごはん きつねうどん 麦ごはん かきたま汁

（減量）

3日 （木） 11日 （金）

麦ごはん ミートボールの ごはん ほうれん草の

（減量） ケチャップ煮 みそ汁

4日 （金） 14日 （月）

☆ハッピーにんじん☆

ごはん 厚揚げと わかめごはん ビーンズ

わかめの味噌汁 シチュー

カミカミサラダ 野菜サラダ

彩やさいのメンチカツ トマトオムレツ

歯と口の健康週間1日目 食事のあいさつについて

今日から、「歯と口の健康週間」です。
むし歯の原因は、①甘い物の食べかす②
ミュータンスきんというむし歯きん③歯の
もろさの3点がそろうとむし歯になります。
ですから、①歯を丈夫にし、②甘い物をで
きるだけとらず、③歯みがきを効果的に行
うことでむし歯を予防できます。歯みがき
ができないときはブクブクうがいだけでも
しましょう。
今日は、カミカミサラダに「アーモンド」
を入れてみましたよ～くかんで食べてくだ
さいね。

みなさん、食事のあいさつをしています
か？私たちが食べている食べ物は、どれ
も生き物のいのちをいただいているもの
ばかりです。また、生産者や料理を作っ
てくれた人たちなど、さまざまな人びと
の手が加わって、毎日の食卓にならんで
います。食事をするときには、感謝の気
持ちを忘れないようにし、「いただきま
す」「ごちそうさま」のあいさつをしま
しょう。そして苦手な食べ物がある場合
には一口でも挑戦して、できるだけ食べ
るように努力をしてみましょう。

海藻サラダ 豚肉の生姜炒め

チャーハンの具 ポテトサラダ

海藻のひみつ！ 台ふきんはきれいですか？

今日のサラダに入っているわかめには、
カルシウムがたくさん含まれています。
わかめの仲間の海藻類：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、いらいら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
も食べましょう。
今日は、チャーハンの具をごはんにしっ
かり混ぜて食べてくださいね。

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。雨が多い季節は特にきれい
に洗って、しっかりしぼって干し、乾か
しましょうね。

ちくわの磯辺揚げ2個 真鯛の甘酢あんかけ

豚肉のしぐれ煮 たこ飯の具

みなさん、ごはんだけを口の中に入れて
よくかんでみてください。あま～く感じ
てきませんか？
ごはんに含まれているデンプンは、ブド
ウ糖という甘みのある成分がくさりのよ
うにつながれてできています。
ごはんを炊くことによりブドウ糖のすき
間がゆるくなります。それをかんで唾液
の中にある消化酵素と混ざり合うこと
で、そのくさりが短くなり、ブドウ糖の
甘みが口の中にひろがるのです。
さあ、ごはんだけかんでみてください。

みんさん、よくかんで食べていますか?よく
かむとだ液が出てきますよね。このだ液の
働きはとても大切なのですよ。
だ液の働き：その①口から食道へ食べ物を
送りやすくします。その②口の中をしめら
せて清潔にし、バイキンの増加を防ぐ働き
があります。なんと発がん性のあるもので
もなくしてしまうことがあるそうです。そ
の③消化酵素を含んでいるので消化をよく
します。たくさんいいことがあるのでだえ
きがいっぱいでるように、一口３０回以上
かんで食べましょうね。さあ、たこめしを
しっかりかんで食べてくださいね。

シューマイ　２個

ごはんのひみつ！ 歯と口の健康週間５日目

今日から６月ですね。６月は「歯と口の
健康週間」があるので、「丈夫な歯」に
ついて考えてみましょう。また、雨が多
く蒸し暑い季節に入りますので、衛生に
も気を付けて食生活をおくりましょう
ね。
まずは、手洗いです。石けんをあわたて
て手のひら、手のこう、指の間、つめの
中、親指のつけね、手首までしっかり洗
いましょう。
ハンカチも毎日取り換えて持ってきま
しょう。

よくかむことは、丈夫な歯を作ることに
つながります。よくかむとあごが発達し
て歯並びがよくなり、歯に食べかす等が
残りにくく、むし歯にもなりにくくなる
からです。
みなさんは、一口何回くらい噛んでいま
すか？一度数えてみてください。
一口３０回かむ習慣をつけましょう。
今日のおかずの「切り干し大根と茎わか
めのサラダ」は噛み応えがある食材を
使っています。しっかりかんで食べてく
ださいね。

三色和え 切干大根と茎わかめのサラダ

手羽元のさっぱり煮

6月・旧暦の呼び名では水無月（みなづき）・英語でJune 歯と口の健康週間４日目

歯と口の健康週間３日目

みなさんは、日ごろどのようなおやつを
食べていますか？カルシウムたっぷりの
ヨーグルトやチーズなどいかがですか？
また、プリンやアイスクリームなど柔ら
かいものばかりではありませんか？意識
してかたいものを選んで食べることで、
かむ回数を増やせますよ。「するめ」
「いりこ」「アーモンド」や「ピーナッ
ツ」などがおすすめです。
よ～くかんで食べてくださいね。

鯖のみそ焼き

金平ごぼう

丈夫な歯を作るために必要な栄養素は「カ
ルシウム」だけと思っていませんか？
実は、たくさんの栄養素が協力し合って丈
夫な歯を作っています。一番かたい歯の表
面は、主にカルシウムとビタミンＡででき
ています。歯の中心部は、主にカルシウム
とビタミンＣでできています。ビタミン
は、特に野菜や果物に多く含まれているの
で好き嫌いせずなんでも食べることが大事
ですね。
今日は、手作りふりかけをご飯にかけて、
よ～くかんで食べてくださいね。

厚焼き卵

手作りふりかけ

　６月のはいぜん表
伊万里市学校給食センター

歯と口の健康週間２日目

郷土料理 

ごはんにかけましょう 

ごはんにかけましょう 

ごはんにかけましょう 



　　　中学校　№.２

15日 （火） 23日 （水） ふるさと食材　いまりの日

ししゃも２尾 ハッピーにんじん

ごはん 高野豆腐の 麦ごはん ポークカレー

うま煮

16日 （水） 24日 （木）

アセロラせりー

ごはん 八宝菜 ごはん けんちん汁

17日 （木） 25日 （金）

ごはん 豆乳入り ごはん じゃがいもの

みそ汁 田楽

18日 （金） 28日 （月）

麦ごはん クリームスープ 麦ごはん 中華スープ

21日 （月） 29日 （火）

ごはん オニオンスープ ごはん かぼちゃの

そぼろ煮

22日 （火） 30日 （水）

ごはん 沢煮椀 麦ごはん ポトフ

スープ

鮭のタルタルソース焼き

ほうれん草のごま和え ドライカレーの具

和食のかなめの「だし」について かむ習慣がつきましたか？

今日は、「だし」についてお話します。
「だし」は料理の味をぐんとよくしま
す。今日の沢煮椀のだしは、何でとった
かわかりますか？
正解は、こんぶとかつお節でとっていま
す。こんぶのうまみの正体は「グルタミ
ン酸」、かつお節のうまみは「イノシン
酸」というものです。
こんぶは水から、かつお節はふっとうし
てからいれてだしをとるとおいしくでき
ます。おうちで試してみてくださいね。

今日で６月の給食は終わりです。６月は
主に「歯」や「かむ」ことについてお話
をしてきました。
歯は一生使わねばならない大切なもので
す。好き嫌いせず、何でも食べて丈夫な
歯をつくるとともに、よくかむことで健
康な体をつくってくださいね。
今日のドライカレーやスープはあまりか
まずに食べてしまいがちですが、意識し
て一口３０回かんで食べましょう！

ハムサンドフライ

ジャーマンポテト 鰆の香味ソースやき

ハンバーグのケチャップソースかけ ごぼうサラダ

給食センターの衛生管理について 正しく配膳していますか？

　雨が多く蒸し暑い季節になると心配なの
が、食中毒。予防策として、給食センター
では十分な手洗いはもちろんですが、野菜
もひとつひとつ水を流しながらていねいに
洗っています。3つの水槽を使って3回洗う
のですが、その理由は，3回水槽をかえて洗
うことで、泥汚れや細菌をぐんと落とすこ
とができるからです。その他にも、まな板
や包丁、エプロンなどを野菜用、肉用に分
けて使ったり、出来上がりの温度を測っ
て、細菌が死滅する温度まで達したのを確
認したりしています。安心して食べてくだ
さいね。

　みなさんは、日ごろから食事のマナーを
意識できていますか？今日は配膳のしかた
を確認しましょう。ごはんは左手前、汁も
のはその右側、おかずは奥に並べます。は
しは、はし先を左側にむけてそろえます。
これは、古くから食べつがれてきた和食の
配膳の基本です。ごはんを左側に置くこと
で、スムーズに食事を進めることができま
す。みなさん、正しい配膳ができている
か、自分のおぼんを見てみましょう。

ひじきサラダ ぎょうざ　２個

鶏肉のりんごソース焼き キムチ丼の具

免疫力を高める食材

むし歯をよせつけない生活習慣を紹介しま
す。その①おやつは時間を決めて食べま
しょう。だらだら食いは口の中が汚れっぱ
なしになりむし歯のもとになります。毎日
決まった時間に食べるようにしましょう。
その②寝る前は食べないようにして、必ず
歯みがきをしましょう。だ液は口の中をき
れいにする働きがありますが、眠っている
間はほとんどでません。寝る前に食べると
口の中は汚れたままになりむし歯になりや
すいですよ。給食後にもきちんと歯みがき
しましょうね。

人間の体の中で、ウイルスに打ち勝つた
めの免疫細胞の約7割はおなかの中の腸
にあります。その腸の調子を整える食材
は、発酵食品といわれる納豆やみそ、
ヨーグルト、チーズなどです。今日のど
んぶりに使っているキムチも発酵食品で
す。お隣の国、韓国の代表的な食べ物
で、白菜などの植物の葉や茎に植物性乳
酸菌があり、それが発酵してできるそう
です。ご飯がすすみますよね。

かんころ煮 きゅうりの土佐和え

むし歯を防ぐ生活習慣

「土佐和え」について

今日のおかずの「かんころ煮」は伊万里
で昔から食べ継がれてきている郷土料理
です。かんころとは，大根を蒸して干し
た大根の保存食です。干すことにより栄
養価が増え，生の大根よりカリウム，ビ
タミンB1，B２，食物繊維がとても多
くなっています。これらは不足しがちな
栄養素なのでぜひ食べてほしい食材の一
つです。

「土佐」と言えばどこの県か分かります
か？・・・高知県です。この土佐の名産
を和え衣に使っているので、「土佐和
え」というのですが、土佐の名産が何か
分かりますか？和え物を食べた人は分か
りますよね！
それは、かつお節です。かつお節をまぶ
した和え物を「土佐和え」といいます。
うまみ成分であるイノシン酸が豊富なの
で、かむほどに味わい深い料理です。
今日は、きゅうりにかつお節をまぶして
「きゅうりの土佐和え」です。

鯵のあげ煮 鯖のみりんつけ焼き

伊万里の郷土料理「かんころ煮」

調味料で料理の味が決まる！ 発酵食品

今日のおかずの八宝菜に使った調味料の
一つは、「オイスターソース」です。
オイスターソースは、カキを主原料とし
ているため、独特の風味とくせがあり、
中華の炒め物や煮込み料理に使われるこ
とが多い調味料です。日本語 ではカキ
油ともいわれています。この調味料を使
うと一気に中華料理の香りにかわってき
ます。お味はいかがですか？

きょうのおかずの「鶏肉の塩こうじや
き」は、「塩こうじ」というこめを発酵
（はっこう）させたものに漬けこんで焼
いています。発酵食品は、おなかの環境
をととのえる働きがあります。おなかの
環境がいいと、病気にかかりにくいとい
われていますので、いろいろな発酵食品
を食べましょう。「塩こうじ」の他に
「納豆」「みそ」「ヨーグルト」「チー
ズ」「キムチ」などがあります。

キャベツの昆布和え

鶏肉のから揚げ 鶏肉の塩こうじ焼き

今日の魚は、ししゃもです。漢字で柳の
葉ににた魚と書きます。ししゃも（柳葉
魚）には、カルシウム、ＤＨＡ、ＥＰＡ
などの栄養素がたっぷりと含まれていま
す。その中でも特にカルシウムが魚を骨
ごと食べるのでたっぷりとれます。し
しゃものように骨ごと食べられる魚を他
に知っていますか？きびなご、しらす干
し、いりこなどの小魚がありますが、調
理の仕方でいわしやさばなども骨ごと食
べることができますよ。よくかんで食べ
ましょうね。

今日は、ふるさと食材いまりの日です。
伊万里市は、美しい海、緑豊かな山や川
など恵まれた自然に包まれているので、
新鮮で安全な農産物の生産が営まれてい
ます。今日は、伊万里でとれたアスパラ
ガスを使っています。
この「ふるさと食材伊万里の日」を通し
て自分が住む町の良さを見直し再確認す
ることにより、伊万里に住んでいること
を誇りに思ってほしいと願っています。
それから、今日はハッピーにんじんの日
です。誰のカレーに入っているかな？

ししゃものマヨネーズ焼き アスパラガスとパプリカのサラダ

ほうれんそうのアーモンド和え

　　　６月のはいぜん表
伊万里市学校給食センター

魚を骨ごと食べて栄養価アップ！

郷土料理 

ごはんにかけましょ

ごはんにかけましょう 

ごはんにかけましょ


