
　　　　中学校　№.1

８日 （水）

麦ごはん わかめとチンゲン菜の

スープ

1日 （水） 9日 （木）

ごはん パンプキン ごはん 肉じゃが

ポタージュ

2日 （木） 10日 （金）

ごはん 八宝菜 ごはん 根菜つくねの

すまし汁

3日 （金） 1３日 （月）

ごはん 小松菜の しらすごはん クリーム

みそ汁 シチュー

６日 （月） 14日 （火）

☆ハッピーにんじん☆

ゆかりごはん 具うどん 麦ごはん にら玉

（減量） スープ

７日 （火） １５日 （水）

ごはん 卵とコーンの ごはん 高野豆腐の

スープ うま煮

ピーマンのオイスターソース炒め 鶏肉の塩麴焼き

鶏肉のカレー焼き アーモンド和え

丈夫な歯を作ろう 塩麹（しおこうじ）について

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。今日の給
食に入っているピーマンにもビタミンＡ
やＣがたくさん含まれていますよ。

今日のおかずの「とりにくのしおこうじ
やき」は、「しおこうじ」という調味料
にとり肉をつけこんで焼いたものです。
しおこうじにつけこむことで、肉がやわ
らかくなります。しおこうじの材料は、
水、しお、米こうじです。この、米こう
じにはこうじ菌という菌がついており、
和食にかかせないみそやしょうゆなどの
調味料を作るときにも大切な働きをして
います。私たち日本人の食生活はこうじ
菌に支えられています。

野菜かき揚げ ビビンバ（ナムル）

きゅうりとわかめの酢の物 ビビンバ（焼肉）

だ液の働きについて ビビンバについて

みなさん、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
働きについて紹介します。
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
だ液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。

今日は、韓国の混ぜごはん「ビビンバ」
について紹介します。韓国では「ビビン
パ」と発音するそうです。「ビビン」は
混ぜる、「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。具とごはんを混ぜてから食べる料理
です。韓国では食事のとき、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、混ぜて
食べましょう。

ハンバーグの和風ソースかけ ひじきサラダ

粉ふき芋 シイラのムニエル

６月は食育月間 しらす干しについて

6月は食育月間です。食事は生きる上で欠か
すことのできないことであり、みなさんが
元気に生活するためにとても大切なことで
す。今日は少し自分の食について振り返っ
てみましょう。「いただきます」や「ごち
そうさま」の食事のあいさつはきちんとで
きていますか？また、好き嫌（きら）いせ
ずに何でも食べていますか？正しい姿勢で
食事ができていますか？
振り返ってみて、何か気づきがあったので
はないでしょうか。食育月間の６月はいつ
もより少しだけ、食について考えながら生
活してみましょう。

今日のしらすごはんに入っているしらす
は、ある魚の赤ちゃんですが、何の魚か
知っていますか？
正解はカタクチイワシやマイワシの赤
ちゃんのことをしらすと言います。この
小さなしらすは大きくなると、全長15
㎝～25㎝ほどのカタクチイワシやマイ
ワシになります。
しらすはカルシウムやマグネシウム、ビ
タミンDなどの栄養が豊富で骨ごと食べ
られる魚です。今日のしらすごはんのお
味はいかがですか？

手作りふりかけ 豚肉のみそ焼き

春巻き ごま和え

調味料で料理の味が決まる！ 虫歯の原因について

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、カキを主な材料と
しているため、独特の香りや味があり、
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変わっていき
ます。みなさん、八宝菜からオイスター
ソースの香りを感じることはできました
か？

みなさんは、どうして虫歯ができるのか
知っていますか？虫歯の原因は①甘い物
の食べかす②ミュータンス菌という虫歯
菌③歯のもろさの３点がそろうと虫歯に
なります。予防するためには、①歯を丈
夫にすること②甘いものをできるだけと
らないこと③歯みがきを行うことが大切
になります。虫歯を予防するためにしっ
かりと歯みがきをしましょう。

カリカリアーモンドサラダ あじの梅の香フライ

鰆のコーンマヨネーズ焼き 金平ごぼう

歯と口の健康週間 かむ回数を増やそう

今日から６月ですね。６月４日から10
日までの一週間は「歯と口の健康週間」
です。丈夫な歯を作るためにはよくかむ
ことも大切です。よくかむことであごが
発達して歯並びがよくなり、歯に食べか
すなどが残りにくく、虫歯にもなりにく
くなります。一口で３０回かむ習慣がつ
くといいですね。今日はよくかんで食べ
るメニューとして、カリカリアーモンド
サラダを入れています。かたいアーモン
ドもしっかりかんで食べましょう。

みなさんは、日ごろどのようなおやつを
食べていますか？プリンやアイスクリー
ムなどの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。今
日のおかずの「金平ごぼう」は、伊万里
の郷土料理として昔から食べ継がれてき
た料理です。ごぼうも歯ごたえがあり、
かむ回数が増える食材ですね。

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、ごはんだけよくかんでみてくださ
い。あまく感じませんか？

坦々飯の具

　肉焼売　２こ

　６月の配膳表
伊万里市学校給食センター

ごはんのひみつ！

郷土料理

ごはんに乗せましょう

ごはんにかけましょう



　　　中学校　№.２

16日 （木） 24日 （金）

ごはん 玉ねぎの 麦ごはん 中華スープ

みそ汁

17日 （金） 27日 （月）

アセロラゼリー

麦ごはん ビーンズカレー ごはん カレーうどん

（減量）

20日 （月） 28日 （火）

麦ごはん 磯香汁 ごはん ミネストローネ

21日 （火） 29日 （水）

☆ハッピーにんじん☆

ごはん なすのみそ汁 ごはん ほうれん草の

クリームスープ

22日 （水） 30日 （木）

ごはん 野菜スープ ごはん かぼちゃの

そぼろ煮

23日 （木）

ごはん ミートボールの

ケチャップ煮

海藻サラダ

ホキ天玉揚げ

海そうのひみつ！

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。
わかめの仲間の海そう類には、こんぶや
ひじきなどがあり、これらにもカルシウ
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、イライラし
た気持ちを落ち着かせる働きがありま
す。お家でも、みそ汁にわかめを入れた
りして、海藻類をしっかり食べましょ
う。

スパゲティソテー きす天ぷら

鶏肉のりんごソース焼き 切り干し大根のサラダ

給食センターの衛生管理について かぼちゃについて
　雨が多く蒸し暑い季節になると心配なのが、
食中毒です。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、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
回水槽の水を変えて洗うことで、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。安全で美味しい給食を作
るために、様々なことに気をつけて作っていま
す。

かぼちゃには、西洋かぼちゃ、日本かぼ
ちゃ、ペポカボチャなどの種類があります
が、私たちがよく食べているのは西洋かぼ
ちゃです。今日のかぼちゃのそぼろににも
西洋かぼちゃを使っています。かぼちゃの
栄養は野菜の中でもトップクラスで、特に
ビタミンA、C、Eを多くふくんでいます。
ビタミンA、C、Eは合わせてビタミンエー
スと呼ばれ、体を病気やかぜから守ってく
れます。みなさんも今日の給食のかぼちゃ
をしっかり食べて病気やかぜに強い体をつ
くりましょう。

さんまの生姜煮 ジャーマンポテト

ひじきの炒め煮 カルシウムたっぷりオムレツ

なすについて 正しく配膳していますか？

今日の味噌汁には「なす」が入っていま
す。今年度、給食でなすを使うのは今日
が初めてです。なすは初夏から秋にかけ
て旬をむかえる野菜で、丸い形をしたも
のから、細長いものもあり、形も大きさ
もさまざまです。日本では黒むらさき色
のなすをよく見かけますが、白や緑色の
なすもあります。なすの90％以上は水
分からできており、体を内側から冷やす
作用があるので、蒸し暑い今の季節に
ぴったりの野菜ですね。

　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？今日は配膳の仕方を
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。

揚げ鶏と野菜のごまがらめ コールスローサラダ

たこめしの具 牛肉コロッケ

味めぐり給食　愛媛県 ミネストローネについて

今日の給食は、愛媛県の味めぐりです。愛
媛県の海は、たこのえさとなる小エビやか
に、貝類が多く、たこがよく育つ環境だそ
うです。そのことから、たこを使った「た
こめし」が地元の味として定着していま
す。また、佐賀県ものりの産地として全国
的に有名ですが、愛媛県の海でものりが生
産されています。今日はきざみのりをつけ
ていますので、いそかじるの中に入れて、
のりの香りを楽しみながら食べてください
ね。

ミネストローネは「具だくさんのスー
プ」という意味をもつスープで、イタリ
アの野菜スープです。給食のミネスト
ローネは、キャベツや玉ねぎ、にんじ
ん、もち麦、ズッキーニなどいろんな食
材を使いました。また、今日はふるさと
食材いまりの日で、ミネストローネに
入っている「ズッキーニ」を紹介しま
す。伊万里でとれたズッキーニを使った
ミネストローネのお味はいかがでしょう
か？

ふるさと食材いまりの日

鶏肉の照り焼き

アスパラガスとパプリカのサラダ ごぼうサラダ

豆について 元気な体をつくろう

今日のビーンズカレーには、赤いんげん
豆と大豆の２種類の豆が入っています。
赤いんげん豆には、おなかの調子をよく
する食物繊維や体の疲れをとることを助
けてくれるビタミンB１などの栄養がふ
くまれています。また、大豆には、たん
ぱく質やカルシウム、鉄などの体をつく
るために大切な栄養がたくさんふくまれ
ています。豆がどうしても苦手な人も、
今日は栄養たっぷりの豆を一つでも頑
張って食べてみてくださいね。

元気な体をつくるためには、好き嫌いせ
ず、何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、海藻などは
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元気な体を
つくるポイントになるので、何でも食べる
ことができるといいですね。

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、毎日の食卓に料理がな
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。

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
には、発酵食品といわれる納豆やみそ、
ヨーグルト、チーズなどがあります。今
日のどんぶりに使っているキムチも発酵
食品で、お隣の国、韓国の代表的な食べ
物です。白菜などの植物の葉や茎に植物
性乳酸菌があり、その乳酸菌の働きで、
キムチができるそうです。ピリッと辛
く、とてもご飯がすすむ食べ物ですね。
キムチ丼を食べて、免疫力を上げましょ
う。

さばの甘酢あんかけ キムチ丼の具

茎わかめの金平 肉団子のもち米蒸し　２こ

　　　６月の配膳表
伊万里市学校給食センター

食事のあいさつについて 免疫力を高める食材

ごはんにかけましょ

ごはんに混ぜましょう

郷土料理

ごはんに乗せましょう

のり

中 ２こ

きざみのりを入れましょう

小皿


