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１２日（水） １８日（火）

黒米ごはん 雑煮 ごはん けんちん汁

１９日（水）

ごはん 冬野菜の ごはん 中華煮

シチュー

２０日（木）

ごはん 豚汁 ごはん うどん

（げんりょう）

１７日（月）

ごはん 野菜スープ

ポテトサラダ

鶏肉のパプリカ焼き

鶏肉のパプリカやきについて

「とり肉のパプリカ焼き」の赤い
色は、パプリカの粉を使ってつけ
ています。パプリカは唐辛子（と
うがらし）の仲間で辛みのない品
種「パプリカ」を粉にしたもの
で、料理の仕上げに赤い彩りを添
えます。見た目がおいしそうです
よね。料理は、見た目もとても大
事です。お皿に盛りつけるとき
は、きれいに見えるように盛りつ
けてくださいね。

白菜のおかか和え さつま芋の天ぷら

白身魚のフライ まぜごはんのぐ

１４日（金） 手あらい　について 命をつなぐ食べ物たち
食べる前、石けんを使って、手洗いをしまし
たか？
寒い日が続いていますね。水道の水が冷たく
て、手を洗わなかったり、さっと水にふれる
だけという人はいませんか？
冬は、かぜやコロナ、インフルエンザ、ノロ
ウイルスによる食中毒などの流行が心配され
ます。これらのウイルスの感染の大部分は、
手から食べ物についたり、手から口や鼻など
に触れることでウイルスが体内に侵入するこ
とが多いです。食事前は、せっけんを使って
20～30秒を目安にていねいに手を洗いま
しょう。洗った後は、清潔なハンカチやタオ
ルでよくふきましょう。

「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。

オムレツ （中2こ）

★　ハッピーにんじん みなさんは「冬野菜」というと、どんな野菜
を知っていますか？にんじん、だいこん、
キャベツ、白菜、ほうれんそう、ブロッコ
リー、まだまだたくさんありますね。みなさ
んのおうちでも、これらの野菜を栽培されて
いるところもあるかもしれませんね。冬が旬
（しゅん）の野菜は、大地の栄養分をたっぷ
り含み、太陽の恵みをうけて、大地の中で大
きく育つものが多いのです。また、食物繊維
やビタミンを多く含み、病気にかかりにくい
体を作ってくれます。冬野菜のシチューを
しっかり食べてかぜを予防しましょう。

野菜に多くふくまれるビタミンＡ
は、のどや鼻のねんまくを強くし
て、かぜのウィルスがからだの中
に入ってくるのを防ぎます。また
野菜、くだもの、さつまいも、
じゃがいもなどに多くふくまれる
ビタミンＣはからだの抵抗力（て
いこうりょく）を強めます。

ひじきサラダ ぎょうざ

１３日（木） 冬野菜　について かぜに負けない抵抗力をつけよう

あけましておめでとうございます。今年も、伊
万里市学校給食センターでは、みなさんの心と
体の成長のために、安全でおいしい給食を届け
ていきたいと思います。どうぞよろしくお願い
いたします。さて、新年あけて最初の給食は、
お正月メニューです。みなさんは、お正月に
「おせち料理」や「お雑煮」を食べましたか？
おせち料理は、料理そのものに意味を持ってい
ます。『紅白なます』は、紅白でめでたく、祝
いの水引にも似ています。『雑煮』は、おもち
が入った正月のお祝いの汁物です。『ぶりのて
りやき』の、ぶりが出世魚で大きくなるごとに
名前が「つばす」「やず」「わらさ」「ぶり」
にかわります。縁起（えんぎ）のいいお正月料
理です。

切り干し大根は、太陽の光で天日干しされる
ことで、甘みやうまみがグンと増していま
す。だから料理にうまく使うと、砂糖など甘
みのある調味料をたくさん使わなくても満足
感のある味わいに仕上がります。栄養面で
は、カルシウムや鉄分などの、身体をつくる
上で欠かせない栄養素だけでなく、脂質を吸
着し、体外に排出してくれる働きのある食物
繊維(しょくもつせんい)もとても豊富に含ま
れています。ほかにも、疲労回復（ひろうか
いふく）に効果のあるビタミンB1、B2と
いった成分も含まれています。 よくかんで
いただきましょう。

ぶりの照り焼き 鯖のみりんづけ焼き

紅白なます 切り干し大根の含め煮

１　月の配膳表
伊万里市学校給食センター

お正月料理　について 切り干し大根について

ごはんにまぜて食べましょう 

ご



　　　中学校　№.２

２１日（金） ２７日（木）

ごはん ほうれん草の ごはん 春雨汁

クリームスープ

２４日（月） ２８日（金）

ごはん 豆乳入り ごはん おろしばたの

みそ汁 みそ汁

２５日（火） 31日（月）

一食マヨネーズ

麦ごはん ポトフ 麦ごはん ポークカレー

ごはん オニオンスープ

小皿

全国学校給食週間

ふるさと食材伊万里の日 給食週間3日目は、ふるさと食材伊万里の日
の献立です。今回は「パプリカ」を紹介しま
す。
パプリカは，完熟(かんじゅく)したものを収
穫しているので，とてもあまくておいしいで
す。また，栄養もビタミンA,ビタミンCを
たっぷり含んでいますので，お肌にもよく，
かぜへの抵抗力も期待できます。また，農薬
をできるだけ使わなくていいように，防虫
ネットをはったり，害虫の天敵(てんてき)の
昆虫を使ったりして防虫対策をしているの
で，安心して食べることがでます。生産者の
方も「食べた人が健康になるように」という
思いを込めて作られています。感謝していた
だきましょう。

パプリカのサラダ

鶏のからあげ

２６日（水）

★　ハッピーにんじん 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、のみこんだりすることで脳が刺激
を受けます。さらに、胃腸が動き始
め、体全体が目覚めていきます。いつ
もより少し早く起きて、朝ごはんを
しっかり食べ、１日の生活リズムをと
ととのえましょう

焼肉（シシリアン） マカロニ

サラダ（シシリアン） サラダ

全国学校給食週間 朝ごはんで元気に１日をスタートしよう

味めぐり～佐賀県～ 給食週間2日目は、味めぐり給食で、地元佐
賀県のご当地グルメ「シシリアンライス」で
す。シシリアンライスの発祥は、昭和５０年
ごろ、佐賀市中心の商店街の喫茶店で誕生し
たとされています。シシリアンライスの由来
は、諸説ありますが、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、
「トルコ」という国のお隣に「シリア」とい
う国があり、佐賀と長崎がお隣であることか
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？とい
われています。栄養満点の佐賀県のソウル
フードです。

鯵の塩焼き 鯖の揚げ煮

たくあん和え おから煮しめ

全国学校給食週間

給食の始まりの献立 24日から３０日まで「全国学校給食週間」
です。日本の学校給食は明治時代、山形県鶴
岡市で昼食をもってくることができない子ど
ものために、『おにぎり』と『魚』、『つけ
もの』を用意したのが始まりです。その後、
徐々に全国に広まった給食も第二次世界大戦
で中断されました。戦後、海外からの援助物
資で再開された学校給食は、栄養が不足しが
ちだった多くの子どもたちを救いました。今
は、豊かになった日本ですが、当時の気持ち
を忘れないために設けられたのが『全国学校
給食週間』です。
初日の給食は、学校給食が始まった頃の献立
です。食べ物に感謝していただきましょう。

伊万里の郷土料理 給食週間最終日は「伊万里の郷土料理」を紹
介します。「おから煮しめ」「おろしばたの
みそ汁」についてです。「おから煮しめ」
は、豆腐を作る時に出るおからに、まだ大豆
の栄養がたっぷり残っているので、煮しめに
してたべられていました。「おろしばたのみ
そ汁」のおろしばたとは、竹で作ったおろし
器のことです。のこぎりのような１センチほ
どの三角形の刃が特徴です。あらくゴロゴロ
とおろすことができ。味がしみこみやすくな
ります。そのおろしばたで、大根をおろして
みそ汁にいれています。栄養たっぷりで体に
良い伊万里の郷土料理を味わって食べましょ
う。

全国学校給食週間

まだまだ寒さが続きますね。この時期は、か
ぜをひいたり、インフルエンザにかかる人が
増えます。給食では、かぜをひかないように
『冬野菜』を使った料理をたくさんだしてい
ます。冬野菜には、かぜのウイルスから体を
守ってくれるビタミンCがたくさん含まれて
います。今日は、冬野菜を代表するほうれん
そう・かぶやブロッコリーを使いました。
さて、ここで問題です。ブロッコリーは次の
うちどこの部分を食べているでしょう。
①くき　②花のつぼみ　③は
答えは、②の花のつぼみです。暖かいところ
においていると、黄色い花がたくさん咲きま
す。

朝ごはんレシピ作品 学校給食週間４日目の献立は、ご
はん・千草焼・春雨汁と１１月の
食育月間に募集した簡単でパパッ
とできる子どもに人気の「我が家
の朝ごはんレシピ」の作品です。
その１品が加わります。楽しみし
て下さい。

ブロッコリーのサラダ 千草焼

鶏肉のピカタ 焼き魚の菜飯ごはんの具

　　１　月の配膳表
伊万里市学校給食センター

ブロッコリー　について 全国学校給食週間

郷土料理 

1
月
24
日
～
1
月
30
日 
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ごはんのうえにサラダと焼
肉をのせて、マヨネーズを
かけてたべてください 

郷土料

ごはんにまぜて食べましょう 


