
　　　　中学校　№.1

7　日 （木） 13日 （水）

新玉ねぎの 麦ごはん

ごはん 味噌汁 ポークカレー

８日 （金） 14日 （木）

入学・進級お祝いメニュー

ごはん 肉じゃが 黒米ごはん はんぺんの

お吸い物

１１日 （月） 15日 （金）

ごはん きつねうどん 麦ごはん ほうれん草の

（減量） （減量） クリームスープ

12日 （火） 18日 （月）

ごはん 春キャベツの ごはん 新じゃが芋の

味噌汁 味噌汁

かんころ煮 鯖のかば焼き風煮

鶏肉の塩麹焼き おから煮しめ

「春」の野菜について 「おから」について

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、腸内のバランスを整え
て、大腸がんを減らす働きがあるそうで
す。今日は、郷土料理の「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。

ちくわの磯辺揚げ　 ミモザサラダ

ひじきご飯の具 チキンライスの具

給食当番以外の人のすごし方 朝ごはんをしっかりとろう！

ちくわの磯部揚げ　中２こ 給食当番以外のみなさんは、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
な環境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。

三色あえ おかか和え

鰆の照り焼き

給食当番は、身支度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、清潔
なハンカチでふきましょう。③つばや鼻
水がとばないように、鼻と口をマスクで
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。給食当番
は、クラスのみんなが食べるものを扱っ
ているという自覚をもち、衛生に気をつ
けて、安全に給食当番の仕事をしましょ
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。

鯖のみりんつけ焼き

磯香和え フルーツのヨーグルト和え

鶏のからあげ

給食当番の身支度について 入学・進級お祝いメニュー

　４  月の配膳表
伊万里市学校給食センター

進級　おめでとうございます。 1年間に１９０回の給食を食べます。

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
しい給食を提供したいと思っています。
「献立表」「配膳表」「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
での話題にしてください。「行事食」
「郷土料理」「伊万里の旬の食材を使っ
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！

ハッピーにんじん 給食には、地元で作られている食べ物も
登場します。季節の野菜がいろいろなメ
ニューに使われています。魚、肉も煮た
り、焼いたり、いろいろな料理になって
でてきます。伊万里のふるさとの料理も
出てきます。世界や日本のいろいろな地
域で食べられている料理が登場します。
お楽しみに。

ごはんに混ぜましょう

郷土料理

小皿

ごはんに混ぜましょう

郷土料理

給食当番の身支度チェック
① ぼうしは、髪の毛が給食の中に入らないように、きちんとぼうしの中に入れましょう。
② マスクは、つばや鼻水が給食にとばないよう、口だけでなく鼻まできちんとつけましょう。
③ つめは短く切っておきましょう。
④ 手は石けんできれいに洗いましょう。

⑤ 清潔な白衣を身につけましょう。
⑥ 手をけがしたり、下痢・嘔吐をしている人は、給食当番を交代しましょう。

やきプリンタルト



　　　中学校　№.２

19日 （火） 25日 （月）

麦ごはん コーンスープ ごはん 八宝菜

20日 （水） 26日 （火）

ごはん 卵スープ ごはん 筑前煮

2１日 （木） 27日 （水）

ごはん 魚そうめんの ごはん オニオンスープ

すまし汁

22日 （金） 28日 （木）

ごはん 花ふの

ごはん クリームシチュー （減量） すまし汁

オニオンソースかけ

台ふきんはきれいですか？ ちらし寿司について

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。

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、「山菜ちらし
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。山菜が入って
いますので、春の香りを味わって食べま
しょう。

粉ふき芋 白身魚のあんかけ

ハンバーグの 山菜散らし寿司の具

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して大切に
食べましょう。

魚のマヨネーズ焼き ポテトサラダ

金平ごぼう 鶏肉のカレー焼き

「きんぴらごぼう」について 感謝してたべよう

★ハッピーにんじん 給食には、昔から伝わる「郷土料理」
が、よく登場します。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
は、便秘を防ぎ、腸の中では、乳酸菌な
どの、おなかによい菌を活発にさせま
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。

「筑前煮」は、ごぼう、にんじん、れん
こんなど根菜たっぷりの野菜と鶏肉を炒
めて作る人気の煮物です。筑前とは、福
岡県の筑前地方のことです。また、筑前
地方に伝わる、郷土料理の「筑前煮」は
「がめ煮」とも呼ばれています。肉、野
菜、油を使った栄養的にもとてもバラン
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

カレーコロッケ 春キャベツの

アーモンド和え

「アスパラガス」について 「筑前煮」について

「アスパラガス」は春から夏にかけて多
く収穫されます。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！

ビビンバ（焼肉) 蒸しぎょうざ

ビビンバ（ナムル) 手作りふりかけ

ふるさと食材伊万里の日

「ビビンバ」について 八宝菜について

今日は、韓国料理の混ぜごはん「ビ
ビンバ」について紹介します。韓国
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。

ぎょうざ　２個 今日の給食の八宝菜についてお話をしま
す。八宝菜とは中華料理のひとつです。
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を
使っているので、栄養もたっぷりです。

　　４　月のはいぜん表
伊万里市学校給食センター

郷土料理

ごはんに混ぜましょう！
ごはんにかけましょう

ごはんに混ぜましょう！


