
今月今月今月今月のののの目標目標目標目標：：：：中学生中学生中学生中学生にににに必要必要必要必要なななな栄養栄養栄養栄養バランスバランスバランスバランスのよいのよいのよいのよい食事食事食事食事についてについてについてについて知知知知ろうろうろうろう。。。。    

新緑新緑新緑新緑のさわやかなのさわやかなのさわやかなのさわやかな季節季節季節季節となりましたとなりましたとなりましたとなりました。。。。新陳代謝新陳代謝新陳代謝新陳代謝がががが盛盛盛盛んになりんになりんになりんになり、、、、食欲食欲食欲食欲もももも増増増増しししし

てててて心身心身心身心身のののの成長成長成長成長がいちじるしいがいちじるしいがいちじるしいがいちじるしい時期時期時期時期となりましたとなりましたとなりましたとなりました。。。。アスパラガスアスパラガスアスパラガスアスパラガス・・・・たけのこたけのこたけのこたけのこ・・・・

山菜山菜山菜山菜などなどなどなど季節季節季節季節のののの食材食材食材食材をををを取取取取りりりり入入入入れてれてれてれて、、、、健康健康健康健康なからだなからだなからだなからだ作作作作りにりにりにりに役立役立役立役立つつつつ給食給食給食給食になるよになるよになるよになるよ

うにうにうにうに計画計画計画計画しましたしましたしましたしました。。。。またまたまたまた食食食食べべべべ方方方方のののの学習学習学習学習のののの基基基基となるようにとなるようにとなるようにとなるように考考考考えましたえましたえましたえました。。。。自分自分自分自分のののの

健康健康健康健康はははは自分自分自分自分でででで守守守守りましょうりましょうりましょうりましょう。。。。今月今月今月今月のののの行事食行事食行事食行事食はははは、、、、端午端午端午端午のののの節句祝節句祝節句祝節句祝いいいい献立献立献立献立ですですですです。。。。    

 

                                                 

                                                     

                                                                                                                                                                                            

  

 

２２２２日日日日（（（（月月月月））））    

抹茶ごはん 

ますのぴりから焼き 

切り干し大根の炒め煮 

利休汁 トマト 

デザート 牛乳 小魚 
 

 八十八夜です。立春からかぞえて

88 日目にあたる日で、茶摘み、苗

代のもみまきなど農作業の目安とさ

れています。お茶にちなんだ献立で

す。 ７５９ｷﾛｶﾛﾘｰ ３３．６ｇ  

６６６６日日日日（（（（金金金金）））） 

端午端午端午端午のののの節句祝献立節句祝献立節句祝献立節句祝献立    

発芽玄米入りご飯 

きんぴらつくね 

おろし添え 

梅ドレサラダ 

なめこ汁  柏餅 

牛乳 小魚 
地元産のレタスときゅうりとさっ 

ぱりとした梅を使ったサラダです。 

８８８ｷﾛｶﾛﾘｰ ３８．２ｇ 

９９９９日日日日（（（（月月月月））））    

発芽玄米入りご飯 

あじフライ・ﾀﾙﾀﾙｿｰｽ 

レタスのからし和え 

えのきのすまし汁 

果物（デコポン） 

牛乳 小魚 
 

鰺のフライです。ヨーグルトを使

ったヘルシーなタルタルソース作り

ます。 

８１５ｷﾛｶﾛﾘｰ３４．４ｇ 

１１１１００００日日日日（（（（火火火火））））        

発芽玄米入り筍ごはん 

鶏肉のママレード焼き 
ごぼうとｱｽﾊﾟﾗのサラダ 

わかめとせりの味噌汁 

果物(ｵﾚﾝｼﾞ)   

牛乳 小魚 
  

筍は米ぬかを使って給食室であく

抜きをします。筍は旬の今が一番お

いしい時です。 

７６９ﾛｶﾛﾘｰ ３８．２ｇ 

１１１１１１１１日日日日（（（（水水水水））））    

発芽玄米入りごはん 

白身魚の甘酢あんかけ 

じゃが芋のにんにく炒め 

春雨スープ 

牛乳 味付き小魚 
 

 小魚は毎日付きます。スナック風

にカリカリに焼いています。配膳や

おかずの組み合わせで味付き小魚や

くるみ小魚にもなります。焼いただ

けの小魚より量が多く甘辛の味付け

です。８１５ｷﾛｶﾛﾘ  ー ３３．７ｇ 

１１１１２２２２日日日日（（（（木木木木）））） 

発芽玄米入りごはん 

スタミナ焼き肉丼の具 

キャベツときゅうりと 

水菜のごま浸し 

みたらしじゃが芋 

牛乳  小魚 
  

 じゃが芋を油で揚げて、みたらし

だれをからめます。全校で３０ｋｇ

のじゃが芋を使います。 

９２２ｷﾛｶﾛﾘｰ ３５．４ｇ 

１１１１３３３３日日日日（（（（金金金金））））    

発芽玄米入り黒豆寿し 

厚揚げとこんにゃくの 

   胡桃味噌かけ 

ｷｬﾍﾞﾂとｱｽﾊﾟﾗのサラダ 
白菜ときのこの卵スープ 

果物(ｵﾚﾝｼﾞ)牛乳 小魚 
 

  黒豆の色素は酢によってきれいな

ピンク色になります。 

 

８３９ｷﾛｶﾛﾘ ３０．９ｇ 

１１１１６６６６日日日日（（（（月月月月））））    

発芽玄米入りご飯 

お豆とハムのオムレツ 

ケチャップ 

トマトサラダ 

和風ポトフ 

牛乳  小魚 
 白いんげん豆をやわらかく煮て、

無添加ロースハムと玉葱といっしょ

にオムレツにします。 

８１０ｷﾛｶﾛﾘｰ ２９．８ｇ 

１１１１７７７７日日日日（（（（火火火火））））    

発芽玄米入りご飯 

牛肉そぼろ 

筍とわかめの煮物 

わかさぎの唐揚げ 

とうふのすまし汁 

果物（ｵﾚﾝｼﾞ） 牛乳  

 

牛肉そぼろはごはんの上に配膳しま

す。生筍をあく抜きして煮物にしま

す。８２８ｷﾛｶﾛﾘｰ ３６．９ｇ 

１１１１８８８８日日日日（（（（水水水水））））    

やきそばサンド 

オレンジジュース 

チーズ 牛乳 

 
 

真田支会職員会総会真田支会職員会総会真田支会職員会総会真田支会職員会総会〔〔〔〔午後午後午後午後〕〕〕〕    
 

支会職員会のため食器を使わない

給食です。 

７４３ｷﾛｶﾛﾘｰ ２９．９ｇ 

１９１９１９１９日日日日（（（（木木木木））））食育食育食育食育のののの日日日日 

発芽玄米入りご飯 

魚の竜田揚げ 

山菜の天ぷら添え 

野菜のごま和え 

もずくの味噌汁 
納豆 果物（オレンジ） 

牛乳 小魚 
山菜は「「こごみ」を予定してい

ます。地域の方に摘んでいただきま

す。８５４ｷﾛｶﾛﾘ  ー ３６．９ｇ 

２２２２００００日日日日（（（（金金金金））））    

発芽玄米入りひじきご飯

新じゃがとｱｽﾊﾟﾗの煮物 

鞍
くら

掛
かけ

豆の浸し豆 

豚汁   

果物（ｼﾞｭｰｼｰ ） 

牛乳 小魚 
 
馬の鞍のような模様がついた豆は 

のり豆とも呼ばれる地域食材です。 

７７９ｷﾛｶﾛﾘｰ ３３．８ｇ 

２２２２３３３３日日日日（（（（月月月月））））    

発芽玄米入りご飯 

酢豚     
もやしと青梗菜のナムル 

中華風卵スープ 

果物（オレンジ） 

牛乳  味付き小魚 
  

中華風の日本型の食事です。給食

の酢豚は野菜の量がお肉の２倍以上

です。 

８０５ｷﾛｶﾛﾘ  ー ３０．１ｇ 

２２２２４４４４日日日日（（（（火火火火））））    

発芽玄米入チキンライス

ビーンズサラダ 

にらせんべい  

キャベツのスープ煮 

牛乳  小魚 
  

 地域のにらを使って、みそ味のに

らせんべいを作ります。給食ではた

くさんの量なのでフライパンでなく

オーブンで焼きます。    
８３８ｷﾛｶﾛﾘｰ ３２．９ｇ 

２２２２５５５５日日日日（（（（水水水水））））    

発芽玄米入りご飯 
エビとみつばのかき揚 

いかと大根の酢の物 

きのこの沢煮椀 

果物（ｼﾞｭｰｼｰオレンジ） 

牛乳 

かき揚げに桜エビを使います。カ

ルシウムが多くとれるのでいつもの

小魚はありません。毎日の小魚と同

じ働きの食品を覚えましょう。 

７９５ｷﾛｶﾛﾘｰ ２９．４ｇ 

２２２２６６６６日日日日（（（（木木木木））））    

すき焼きうどん 

ししゃものフライ 

フレンチサラダ 

あずきゼリー 

牛乳 
 

ししゃもは骨まで食べるのでカル

シウムが多くとれます。いつもの小

魚はありません。毎日の小魚と同じ

働きの食品を覚えましょう。 

８４６ｷﾛｶﾛﾘｰ ３９．９ｇ 

２２２２７７７７日日日日（（（（金金金金））））    

発芽玄米入りキムタクご飯 

豆腐団子のもち米蒸し 

もやしのナムル 

ビーフンスープ 

牛乳 小魚 
  

主菜は絞り豆腐とひき肉としいた

けやにらを入れた肉団子に、餅米を

まわりに付けて蒸して作ります。キ

ムチとたくわんとベーコンを入れる

からキムタクご飯です。 

７８５ｷﾛｶﾛﾘｰ ３０．２ｇ    

３３３３００００日日日日（（（（月月月月）））） 

発芽玄米入りわかめご飯 

鮭のホイル蒸し 
キャベツのスープ 

きゅうり味噌 

ヨーグルト 牛乳小魚 
 

地域でとれるきゅうりです。５月

はレタス，にら、みつば、せり、ね

ぎ、うど、わらび、パセリ、玉葱な

どの地域食材が給食に登場します。 
 ８７８ｷﾛｶﾛﾘｰ３７．９ｇ 

３１３１３１３１日日日日（（（（火火火火））））    

発芽玄米入りご飯 

鯖の南部焼き 

春のたきあわせ 

かきたま汁 

果物（メロン） 

牛乳 味付き小魚 
 

炊き合わせは春の食材「蕗」やアス

パラを使います。食物せんいが多く含

まれているので腸の働きをよくしま

す。７９４ｷﾛｶﾛﾘｰ ３６．７ｇ    

ご は ん や パ ン や 麺 を 主 食 と 言 い ま     

す。そしてたん白質を多く含む卵・肉・魚・大

豆製品などを使った主菜、さらにからだの調子

を整えるビタミン類やミネラル、食物せんいを

多く含む野菜や海草を使った料理である副菜

や汁物、また果物と牛乳・乳製品をとる事が望

ましい食事の基本になります。何でもおなかが

いっぱいになればいいというのではなく栄養

のバランスを考えて、一日３回食事をとるようにしましょう。育ちざかりの中学生の

みなさんの食事の取り方が一生の健康を左右すると言っても過言ではありません。事

情によってカップ麺やお茶づけだけのような食事をしたら、次の食事で不足した食品

を補うように心がけましょう。        

今月1 日の平均栄養摂取見込み量はエネルギー８１９ｷﾛｶﾛﾘｰ、たんぱく質３４．１ｇ脂肪２０．０ｇ、カルシウム４２０ｍｇです。 



作作作作ってみましょうってみましょうってみましょうってみましょう    

ヨーグルトゼリー納豆に含まれるﾋﾞﾀﾐﾝＫはカルシウムの吸収を助けます。 

 〔１０個分の材料と分量〕 

粉寒天６ｇ   水３４０ｃｃ 

砂糖９０ｇ・ヨーグルト１６０ｇ 

生クリーム２６ｇ・牛乳４００ｃｃ 

白ワイン１０ｃｃ もも、パイン 

粉寒天は水に溶かしてから、沸騰するまでよく煮るとおいしくできます。 

１個１０５㌔ｶﾛﾘｰｶﾙｼｳﾑ 65ｍｇ 

 

「食育」は食について考える習慣を身０につけたり健康的な食生活をするための知識や体験を得る学習や活動等の取り組みのことです。健康を支えるのは毎日の食事が一番大事です。 

 

 

 

 

 


