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1日（火） ８日（火）

麦ごはん 麻婆豆腐 麦ごはん 大根と

２日（水） ９日（水）

豆乳

ごはん スープ 　　ごはん 高野豆腐の

うま煮

３日（木） 節分 10日（木）

ごはん 春雨入り ごはん シチュー

みそ汁

４日（金） １４日（月）

わかめと

麦ごはん 肉じゃが 麦ごはん チンゲン菜

のスープ

７日（月）

麦ごはん ひじきの

スープ

２月の配膳表
伊万里市学校給食センター

健康で元気な生活を！ だいこんとほうれん草のみそ汁！

世界の味めぐり（中国） 「２月は逃げる」というように、あっと
いう間に過ぎてしまう月ともいわれま
す。寒さの中にも一歩一歩、春が近づい
てくる気配(けはい)も感じられるところ
です。でも、まだまだ桜の咲く時季（じ
き）まで寒さをしのがなければなりませ
ん。かぜやインフルエンザなどの感染症
（かんせんしょう）にかからないよう
に、栄養バランスのとれた食事をとり、
健康で元気な生活をこころがけましょ
う。

伊万里小５年生おすすめのみそ汁 今日のおすすめのみそ汁は伊万里小学
校５年生のおすすめのみそ汁は、大根
とほうれん草のみそ汁です。おばあ
ちゃんの畑で栽培した大根とほうれん
草をいっぱい、みそ汁に入れてつくっ
たそうです。おばあちゃんが栽培され
た新鮮な野菜をみそ汁に入れて食べる
のは、地産地消であり体にとてもいい
ことだと思いますね。給食でも大根と
ほうれん草のみそ汁を献立に取り入れ
ました。よく味わって食べましょう。

バンサンスー そぼろ丼の具

春巻き きゃべつとりんごのサラダ

　　　　　　　ほうれん草のみそ汁

「豆乳（とうにゅう）」について！ 「高野豆腐」について！

　ハッピーにんじん 給食クイズです。「豆乳（とうにゅ
う）」は、なにからできているでしょう
か。正解は「大豆」です。豆乳は大豆を
水につけてすりつぶし、水を加えて煮つ
めた汁を布でこしたものです。見た目
は、牛乳に似ていますが、味は、大豆の
風味があります。大豆は、体をつくるも
とになるたんぱく質が豊富で、他にもひ
ふを丈夫にするビタミンＥも含まれてい
ます。今日の給食は豆乳スープです。大
豆の風味を感じながらいただきましょ
う。豆乳スープの中にはハッピーにんじ
んが入っています。お楽しみに！

「高野豆腐」は、豆腐を凍らせ後に、乾
燥させて作ります。日本に昔から伝わる
保存食です。今から約８００年前に考え
られたといわれています。大豆からでき
ているので、たんぱく質やカルシウムが
豊富で、骨や歯を丈夫にし、筋肉をつく
るもとになる食べものです。戦国武将の
武田信玄は、軽くて、栄養豊富な高野豆
腐をいつも、戦にもって行ったそうで
す。

ツナサラダ

鶏肉の香草焼き 鰆の西京焼き

白菜のおひたし

春雨（はるさめ）入りみそ汁！ ブロッコリーについて！

東山代小６年生のおすすめみそ汁 今日は、節分です。節分とは「季節を分
ける」の意味で、季節の変わり目をさし
ます。節分の日には、「豆まき」が行わ
れます。鬼に豆をぶつけることにより、
鬼（病気などをおこす悪い気）を追い払
い、１年の健康を願います。給食では、
大豆の五目煮を作りました。食べて体の
中の鬼を追い払いましょう。また、今日
のおすすめみそ汁は、東山代小６年生の
おすすめみそ汁です。みそ汁に春雨を入
れるのが特徴です。油揚げに味をしみこ
ませるといっそうおいしくなるそうで
す。春雨のかわりにうどんを入れても、
おいしくなるそうです。家でも作って食
べてみてください。

今日のサラダにはブロッコリーが入って
います。ブロッコリーは、明治の初めの
頃に伝えられ、その形から『緑花野菜』
と呼ばれていました。サラダ、炒め物、
スープと幅広い調理法があり、味にくせ
がないのでいろいろな食材と組み合わせ
て味わうことができる野菜です。今が旬
の野菜です。かぜ予防に役立つビタミン
のほか、食物繊維も豊富に含まれ、かみ
ごたえのある野菜なので、満腹感も得や
すく便秘の予防にも役立ちます。

いわしの梅煮 ブロッコリーのサラダ

大豆の五目煮 サーモンフライ

２月６日はのりの日！ 「韓国」の食事のマナーについて！

のりの日 ２月６日はのりの日です。海からの贈
り物であるのりに対する感謝の気持ち
をこめ、１９６６年に全国海苔貝類漁
業協同組合連合会が制定した記念日で
す。昔の書物によればのりは、とても
貴重な食物だったそうです。そこで、
のりがよく育ちたくさんの人においし
く食べてもらえるようにと願い記念日
に決められました。佐賀県は有明海に
面し、のりの産地として有名です。今
日は、佐賀のりで和え物を作りまし
た。よく味わって食べてくださいね。

「プルコギ」は、韓国の代表的な料理
のひとつです。韓国の食事の仕方で日
本と少しちがうところがあります。日
本では、おはしを横向きにおきます
が、韓国では、たて方向に置くのが普
通です。スプーンを使って「ごはん」
や「スープ」を食べ、はしはおかずを
食べる時だけに使っているそうです。
「食事のマナー」はその国によって違
います。

キャベツのメンチカツ 大根のピリ辛漬け

いそか和え プルコギ

朝ごはんについて

今日、朝ごはんをしっかり食べてきまし
たか？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、飲み込んだりすることで脳が
刺激（しげき）を受けます。さらに胃腸
が動き始め、体温が上がって、体全体が
目覚めていきます。朝ごはんで元気に１
日をスタートさせてきてください。給食
ではお昼からの栄養補給です。残さず、
しっかり食べてお昼からもがんばりま
しょうね。

粉ふき芋

照り焼きチキン

ごはんにのせて食べましょう 



　　　中学校　№.２

１５日（火） ２２日（火）

麦ごはん カレーうどん 麦ごはん 豚すき

１６日（水） ２４日（木）

東山代小６年生のおすすめみそ汁

ごはん まごはやさしい ごはん とり汁

みそ汁

１７日（木） ２５日（金）

ごはん ポークビーンズ 麦ごはん ポークカレー

18日（金） ２８日（月）

麦ごはん つくねスープ ごはん すり身の

（減量） みそ汁

２１日（月）

麦ごはん クリームスープ

　ハッピーにんじん

ふるさと食材伊万里の日

ひじきについて！
今日のおかずのひじきの炒め煮は、伊万
里で昔から食べつがれている郷土料理の
一つです。郷土料理とは、その地域で広
く伝えられている料理のことで給食でも
郷土料理を出しています。ひじきはカル
シウムやミネラルやビタミンを多く含ん
でいます。とくに成長には欠かせないカ
ルシウムや鉄分の多さは、海藻類の中で
１番です。また、カルシウムの量の多い
大豆と一緒（いっしょ）に煮ることで、
さらにカルシウム量がアップします。
しっかり食べましょうね。

牛乳に含まれるカルシウム

すり身のみそ汁
今日のおすすめみそ汁は、大坪小６年
生の作品です。すり身の入ったみそ汁
で、すり身を凍らせた状態で切って汁
に入れることにより食感や舌（した）
ざわりがよくなるそうです。野菜を
たっぷり入れることで、栄養のバラン
スがよくなります。すり身といろいろ
な種類の食材がはいったみそ汁です。
よく味わって食べましょう。

切干大根のサラダ

　　２月の配膳表
伊万里市学校給食センター

白菜について！ ふるさと食材伊万里　こんにゃくについて！

今日のこんぶあえに白菜が入っていま
す。白菜についてのクイズを出します。
白菜は寒くなると、ある変化が起こりま
す。その変化とは何でしょうか？①色が
きれいになる②味が甘くなる③歯ごたえ
がよくなる答えは、②味が甘くなるで
す。白菜はあっさりとした味で、和え
物、汁物、鍋物（なべもの）、漬物など
の和食や、炒め物やスープ、シチューな
どいろいろな料理にも使われます。食物
繊維が多く、おなかのそうじをしてくれ
ます。

今月のふるさと食材伊万里の日は、こんにゃ
くについてです。伊万里でこんにゃくを製造
をされている「久保田こんにゃく」屋さんを
紹介します。久保田さんはとことん手作りに
こだわってつくられているそうです。そのこ
んにゃくは昔から「砂はらい」と言われ、体
のそうじ屋さんの役目をします。こんにゃく
に含まれている繊維質がコレステロールや糖
分を取り込んで、それらを一緒に体の外に出
してくれるからです。また、大腸がんの予防
にもなるといわれています。そんな役目をし
ているこんにゃくは、出来立てより一日おい
たもののほうがおいしいそうです。よく味
わって食べましょう。

竹輪のいそべ揚げ 厚焼き卵

白菜の昆布和え 大根のゆかり和え

まごはやさしいみそ汁！

今日のおすすめみそ汁は、東山代小６
年生のまごはやさしいみそ汁です。ま
ごはやさしいの食ざいをみそ汁に使っ
たことで栄養いっぱいになるように考
えられた作品です。まごはやさしい
とは、まは豆・大豆製品、ごはごま、
は（わ）はわかめ・こんぶやのりなど
の海藻類（かいそうるい）、やは野
菜、さは魚、しはシイタケなどのきの
こ類、いはじゃがいも・さつまいもな
どのいも類のことです。このまごは
やさしいの食材をそろえることで栄
養のバランスがとれます。

さんまのおかか煮 鯖の塩焼き

れんこんの金平 ひじきの炒め煮

元気な体をつくろう！
元気な体をつくるためには、好き嫌（き
ら）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（かいそう）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
ントになりますので、なんでも食べるこ
とができるといいですね。

今日は、牛乳についてお話をします。寒く
なってきたので、冷たい牛乳は飲みたくない
な・・と思っている人はいませんか？牛乳に
含まれるカルシウムは、他の食品にくらべ、
とても体に吸収されやすい形になっていま
す。カルシウムは、丈夫な骨をつくるほか、
筋肉を動かしたり、神経が情報をやりとりす
るときに使われる大切な栄養素です。成長期
の今、手軽にカルシウムをとることができる
牛乳をしっかりのんで、将来に備えて骨にカ
ルシウム貯金をしましょう。今日のビーンズ
カレーには、ハッピーにんじんが入っていま
す。楽しみに食べて下さい。

オムレツ ごぼうサラダ

高菜のしらす炒め （小皿）

いのちをつなぐ　たべものたち！

「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。

大坪小６年生のおすすめみそ汁★ぎょうざ　２こ

蒸しぎょうざ

れんこんチャーハンの具 野菜コロッケ

じゃがいもについて！
給食でよく使われている『じゃがいも』。
じゃがいもは、ビタミンＣがたくさん含まれ
ています。じゃがいものビタミンＣは、でん
ぷんに包み込まれているので、加熱調理して
も壊れにくいのが特徴です。じゃがいもは男
爵（だんしゃく）とメークインがあり、男爵
は、形が丸く食感がホクホクし、コロッケや
マッシュポテトなどに向いています。メーク
インは、長く卵形で煮崩れしにくいので、カ
レーやシチューなどの煮込み料理に適してい
ます。今日は、クリームスープに入っていま
す。

おからサラダ

ハンバーグのソースかけ

ごはんに混ぜて食べましょう 

郷土料理 


