
　　　中学校　№.1

１日（木） ８日（木）

麦ごはん とうもろこしの コーンピラフ ミートボールの

スープ （減量） ケチャップ煮

９日（金）

☆ハッピーにんじん☆

ごはん 玉ねぎと青じその 麦ごはん お月見汁

みそ汁

５日（月）

ごはん 赤だし ごはん ミネストローネ

６日（火）

ヨーグルト

ごはん チンゲンサイの ごはん ワンタンスープ

クリームスープ

７日（水） １４日（水）

ごはん マーボーなす ごはん かぼちゃの味噌汁

（減量）

９月の配膳表
伊万里市学校給食センター

２学期の給食が始まります 伊万里産のぶどうについて

　今日から2学期の給食が始まりました。
楽しい夏休みが終わってしまいましたが、
元気に新学期を迎えることができました
か？休みの間、生活が不規則になって、な
んとなくやる気がでない人もいるのではな
いでしょうか？そんな時は、「早寝・早起
き・朝ごはん」で生活リズムを整えて、体
調を戻していきましょう。
　今日の給食は、カレーの香りが食欲をそ
そるドライカレーです。ドライカレーの具
をご飯の上に乗せて食べましょう。

今日の給食のぶどうは、伊万里産の巨峰
です。伊万里はぶどうの産地として有名
です。旬のぶどうは色が濃く、表面に張
りがあり、みずみずしいのが特徴です。
ちなみに「巨峰」という名前は、日本で
一番高い山の富士山にちなんでつけられ
た名前で、日本で作られているぶどうの
中では最も多く作られています。みなさ
んの地元伊万里で、大切に育てられた巨
峰を味わって食べてくださいね。

ドライカレーの具 ぶどう　2個

野菜コロッケ ツナサラダ

２日（金） 青じそについて お月見行事食

みなさん、青じそがどんな野菜か知って
いますか？青じそは、よく魚の刺身の横
にそえられているので、見たことがある
人もいるのではないでしょうか。しそは
中国から日本へ伝えられた野菜で、葉っ
ぱの色から青じそと赤じそに分けること
ができます。梅干しが赤い色をしている
のは、赤じそで色をつけているからで
す。今日は青じそをみそ汁に入れてみま
した。しそのさわやかな香りを感じなが
ら、味わって食べてくださいね。

明日、９月10日（土）は十五夜というこ
とで、今日はお月見行事食です。白玉団
子の入ったお月見汁に、お月見ゼリーを
つけました。十五夜は一年の中で一番美
しい満月と言われています。また、お月
見団子やすすき、しゅうかくされた農作
物などをおそなえして、秋の収穫に感謝
する日でもあります。明日の夜、空をな
がめるときれいな満月が見られるかもし
れませんね。

鰆の梅マヨネーズ焼き おつきみゼリー

ほうれん草のアーモンド和え 肉みそ丼の具

味めぐり給食　愛知県 １２日（月） マーマレードについて

今日の給食は、愛知県の味めぐりです。
愛知県では、鶏が多く育てられており、
鶏肉料理がたくさんあります。特に有名
なのが、「手羽先のから揚げ」です。揚
げたてに、甘からいタレをつけます。今
日の給食では、鶏肉のから揚げに甘から
いタレをつけました。また、愛知県で
は、みそ煮込みうどんやみそカツなど、
みそを使った料理も有名です。「八丁み
そ」という赤色のみそがよく使われてい
ます。今日の赤だしは、その八丁みそを
使った汁物です。いつもと違うみその味
はいかがですか？

みなさん、マーマレードを知っています
か？
オレンジや夏みかんなど、かんきつ類の
果物を砂糖と水と一緒ににつめてつくる
食べ物で、果物の皮が入っているのがポ
イントです。マーマレードはイギリスで
昔から食べられている食べ物で、パンに
ぬったり、こう茶やお菓子、料理にも使
われます。今日は鶏肉をマーマレードが
入ったたれに漬け込んでオーブンでこん
がり焼きました。お味はいかがですか？

おかか和え ポテトサラダ

鶏肉のから揚げ とりにくのマーマレード焼き

生活リズムを整えよう 1３日（火） チンジャオロースーについて

人の体には、「体内時計」という機能が
あるのを知っていますか？体内時計の働
きで、太陽がのぼっている間は元気に活
動ができ、太陽がしずむと体が休めるよ
うになっています。生活リズムを整える
と、勉強にも集中でき、心も体も元気に
過ごすことができます。夏休み明けでな
んとなくやる気が出ない人は、この体内
時計を正しく働かせることが大切です。
そのためには、まず、早起きをしてカー
テンを開け、しっかり太陽の光をあびる
ことから始めてみましょう。

今日の給食はチンジャオロースーです。
中華料理の一つで、ピーマンと細切りに
した肉を一緒にいためた料理です。チン
ジャオロースーの「チンジャオ」はピー
マンを意味する言葉で、「ロースー」は
細切りにした肉という意味です。苦手な
人も多いピーマンですが、ふくんでいる
ビタミンCの量は、野菜の中ではトップク
ラスです。ピーマンは緑色をしています
が、しっかり熟すと赤色になります。赤
色のピーマンは甘みが強くなり、ビタミ
ンCの量も倍に増えます。

チンジャオロースー

ポテトのソテー

鯵のレモンマリネ きゅうりのピリ辛漬け

マーボーなすについて みそについて

ふるさと食材伊万里の日 今日の給食は、マーボーなすです。マー
ボーなすは中華料理の「マーボーとう
ふ」をもとに、日本でアレンジされた料
理です。中華料理によく使われるテンメ
ンジャンや赤みそを入れた甘辛い味つけ
が、なすにぴったり合いますね。また、
今日はふるさと食材伊万里の日で、マー
ボーなすに入っている「なす」を紹介し
ます。伊万里でとれたなすを使ったマー
ボーなすのお味はいかがですか？

みなさんは、みそのパワーを知っていま
すか？みそは大豆からできていて、大豆
にはたんぱく質が豊富に含まれていま
す。たんぱく質は、私たちの体をつくる
もとになり、みなさんの成長には欠かせ
ない栄養素です。みそは大豆を食べやす
い形にした消化・吸収しやすい、健康に
よい食品です。今日のかぼちゃのみそ汁
をしっかり食べて、みそのパワーを体に
取り入れましょう。

中華サラダ 混ぜごはんの具

えびシュウマイ　２こ 揚げ魚と野菜の

ごまがらめ

ごはんにかけましょう

ごはんにかけましょう

ごはんにまぜましょう



　　　中学校　№.２

1５日（木） ２６日（月）

ごはん えび団子の ごはん ほうれん草の

すまし汁 味噌汁

　 　

鶏肉のピカタ パンプキンカレー 麦ごはん かに玉スープ

麦ごはん （減量）

２８日（水）

ごはん 豆乳スープ ごはん かぼちゃの

クリームスープ

２１日（水）

ごはん かき玉汁 ごはん 冬瓜の

味噌汁

２２日（木）

ごはん つくねいり 麦ごはん じゃがいもの

中華スープ そぼろ煮

９月の配膳表
伊万里市学校給食センター

食事で水分補給を！ 魚のあぶらについて

☆ハッピーにんじん☆ まだまだ暑い日が続いていますね。
みなさん、熱中症に気をつけています
か？熱中症は気温と湿度が高い時に起こ
りやすく、体調が悪い時は注意が必要で
す。暑い場所で活動する時は、十分な休
けいと水分補給をしましょう。今日の酢
の物に使っている夏野菜の「冬瓜」は、
水分をたくさん含んでいます。食事で水
分を取ることも大切ですので、給食を
しっかり食べて、午後からの活動のため
に水分を補給しておきましょう。

魚には、成長期のみなさんにとって大切
なたんぱく質という栄養素がたくさんふ
くまれています。またそれだけでなく、
魚のあぶらには、血管に脂肪がたまらな
いようにする働きや、血液がドロドロに
なるのを防ぐ働きもあります。今日の給
食のさんまにも、体にいいあぶらがたく
さんふくまれています。

冬瓜の酢の物 さんまの甘露煮

豚肉のしょうが焼き 切干大根の含め煮

１６日（金） かぼちゃについて ２７日（火） キムタクチャーハンについて

今日のカレーは、かぼちゃの栄養たっぷ
りのパンプキンカレーです。夏にとれる
かぼちゃは栄養満点で、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。みなさんも今日のパンプキンカ
レーをしっかり食べて、夏の暑さでつか
れた体を病気やかぜから守りましょう。

今日の給食はキムタクチャーハンです。
キムチとたくあんを豚肉やニラと一緒に
炒めて、ごま油で香りを出しました。キ
ムチとたくあんが一緒に入っているの
で、キムタクチャーハンという名前がつ
いています。かめばかむほど味がするお
いしいチャーハンですね。今月の給食だ
よりにもレシピをのせているので、おう
ちでもぜひ作ってみてください。

小皿

キムタクチャーハンの具

フルーツのヨーグルト和え 蒸しギョーザ　2個

2０日(火） 豆乳について 朝ごはんについて

みなさん、豆乳はなにからできているか
知っていますか？正解は「大豆」です。
豆乳は大豆を水につけてすりつぶし、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、味は大豆のしっ
かりとした風味があります。大豆は体を
つくるもとになるたんぱく質が豊富で、
他にも皮ふをじょうぶにするビタミンEも
ふくまれています。今日の給食は豆乳
スープです。大豆の香りを感じながらい
ただきましょう。

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。

みかんとキャベツのサラダ ごぼうのサラダ

シイラのチーズ焼き 鯖のカレームニエル

食べ物の命について ２９日（木） 郷土料理・ひじきの炒め煮について

食事をするとき、食べ物の『いのち』に
ついて考えたことがありますか？肉や
魚、野菜、果物にも命があるのです。そ
れを、私たちは自分の『いのち』を守る
ためにいただいています。食べ物を残し
て捨てることは、その『いのち』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、死んでしまう人が多くいるこ
とを忘れないでください。食べ物を毎日
食べられることに感謝して、今日の給食
も大切に食べましょう。

今日の給食に、昔から伝わる「郷土料
理」があります。どれかわかりますか？
それは、「ひじきの炒め煮」です。日本
は海に囲まれているので、昔から海でと
れるひじきやわかめなどの海そうをよく
食べていました。ひじきには、骨や歯を
強くするカルシウムや血をつくるもとに
なる鉄分が多くふくまれています。伊万
里で昔から食べつがれている料理ですの
で、味をしっかり覚えて、作れるように
なってほしい料理です。

五目金平 ひじきの炒め煮

鶏肉の照り焼き ハンバーグの玉ねぎソースかけ

栄養バランスを考えて食事をしよう ３０日（金） 塩分について

私たちは、毎日の食事でいろいろな食べ
物を食べることによって、体に必要な栄
養素をとっています。私たちの体は自分
が毎日食べた物からできているのです。
健康な体をつくるためにも、栄養のバラ
ンスを考えて、いろいろな食品を組み合
わせてとるように心がけましょう。給食
でも、みなさんの健康を考えて、いろい
ろな食品が食べられるようにメニューを
考えています。元気な体をつくるために
好ききらいせず、なんでも食べましょ
う。

ひじきサラダ 千草焼き

春巻き 高菜のしらす炒め

みなさん、味の濃いものばかり食べた
り、しょうゆやソース、ドレッシングを
たくさんかけていませんか？味の濃いも
のばかり好んで食べていると、塩分をと
りすぎてしまい、高血圧などの生活習慣
病につながります。うす味でもおいしく
食べられるようにするには、だしを上手
に使うことがポイントです。
今日のじゃがいものそぼろににも、かつ
おだしを入れて、うす味でもおいしくた
べられるように工夫しています。だしの
味を感じることができましたか？

郷土料理

郷土料理

ごはんにまぜましょう

ごはんにかけましょ

ごはんにそえましょ


