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心がけよう：三つのＧ心がけよう：三つのＧ心がけよう：三つのＧ心がけよう：三つのＧ    

１つ：ＧＯ１つ：ＧＯ１つ：ＧＯ１つ：ＧＯ    ごはんを食べようごはんを食べようごはんを食べようごはんを食べよう ごはんを主食にした日本型の食事は栄養のバランスがとりやすく、地域の農産物を

使いやすいので食糧自給率を高めます。健康維持に役立ち、肥満を予防し世界でも見

直されています。ごはんをしっかり食べましょう。 

２つ：Ｇｙｕ２つ：Ｇｙｕ２つ：Ｇｙｕ２つ：Ｇｙｕ    牛乳を飲もう牛乳を飲もう牛乳を飲もう牛乳を飲もう    長生きの時代です。成長期の今、カルシウムを十分に摂取し、丈夫な骨を作り生涯の

質の高い生活の基礎を作るのに欠かせません。 

３つ：Ｇｙ３つ：Ｇｙ３つ：Ｇｙ３つ：Ｇｙoooo        行儀よく行儀よく行儀よく行儀よく 日本の食事や食事のマナーは世界中に大流行。これから世界で活躍する皆さん！お箸の持ち

方や使い方等々和食のマナーを身につけましょう。 

９９９９日（日（日（日（月月月月））））    

成成成成人の日人の日人の日人の日    

    

    

    
    

１１１１００００日（火）日（火）日（火）日（火） 

おもち 2 枚 

筑前煮 

紅なます 

みかん 小魚  牛乳 
   

 おもちを焼いて、たれを付けての

りを巻きます。豆もちと白いおもち

を一枚ずつです。 

エネルギー・たんぱく質 

７６０ｷﾛｶﾛﾘｰ・３０．０ｇ 

１１１１１１１１日（水）日（水）日（水）日（水）鏡開きの献立鏡開きの献立鏡開きの献立鏡開きの献立

発芽玄米入五目ごはん 

鮭のゆうあん焼き 

ちぐさ和え  

おしるこ  りんご  

小魚 牛乳 
  

鏡開きにはお正月に神棚や床の間

にお供えした丸い鏡餅をおろして、

木槌などで小さく割って、お汁粉や

お雑煮にしてお祝いをします。 

８０２ｷﾛｶﾛﾘｰ・３４．０ｇ 

１１１１２２２２日（木）日（木）日（木）日（木）    

発芽玄米入りごはん 

凍み豆腐の中華煮 
もやしと青梗菜のナムル 

五目ビーフンスープ 

りんご 味付小魚 牛乳 
  

五目スープには米の粉から作られ

る「ビーフン」と野菜・乾し椎茸・

ホタテを入れます。  

８３６ｷﾛｶﾛﾘｰ・２８．５ｇ 

１１１１３３３３日（金）日（金）日（金）日（金）    

発芽玄米入ごはん 

虹鱒の唐揚げ 

和風サラダ 

なめこ汁    

りんご   

牛乳 ミルメーク 

 

和田のかどや自然園の虹鱒を骨ま

で食べられるように揚げます。 

７９１ｷﾛｶﾛﾘｰ・３０．８ｇ 

１１１１６６６６日（月）日（月）日（月）日（月）小正月の献立小正月の献立小正月の献立小正月の献立    

発芽玄米入りごはん 

千種卵焼き 
五目なます 

粕汁 黒豆  牛乳 
カレー風味ナッツ入り田作り 
 

 れんこん、黒豆、田作り、縁

起物を使って小正月のお祝い献

立です。黒豆も給食室でおいし

く煮ます。 

８０３ｷﾛｶﾛﾘｰ・３３．１ｇ 

１１１１７７７７日（火）日（火）日（火）日（火）    

発芽玄米入りごはん 

きのこたっぷりバーグ 

おろしソース 

磯浸し  かきたま汁 

りんご  

小魚 牛乳   

 

磯ひたしはキャベツ・もや

し・ほうれん草を茹でて焼きの

りであえます。 

７５１ｷﾛｶﾛﾘｰ・３４．９ｇ 

１１１１８８８８日（水）日（水）日（水）日（水）            

発芽玄米入ごはん 

鰆の南部焼き 

ツナサラダ  お煮物 

ぽんかん 小魚 牛乳 
 

じゃが芋、竹輪、こんにゃく、

にんじん、昆布等を使った長野

県で昔から作られている煮物で

す。給食では毎日野菜をたくさ

ん使っています。 

８１５ｷﾛｶﾛﾘｰ・３４．５ｇ 

１９１９１９１９日（木）日（木）日（木）日（木）    

カレーきしめん 

お好み焼き 

大根サラダ 

りんご 小魚 牛乳 
 

 昨年の本の紹介献立で新メニ

ューとして登場したお好み焼き

です。キャベツをたくさん使っ

ていかを入れて作ります。 

 

７３１ｷﾛｶﾛﾘｰ・２９．５ｇ 

２２２２００００日（金）日（金）日（金）日（金）    
発芽玄米入り 

じゃこわかめごはん 

鶏肉と鶏レバー 

の和風和え 

じゃが芋のきんぴら 

白菜のみそ汁  牛乳 
 

21 日は大寒です。寒い日には温

かくてエネルギー量が多いものを食

べるといいですね。 

８４５ｷﾛｶﾛﾘｰ・３５．６ｇ 

２２２２３３３３日日日日（（（（月月月月））））    

発芽玄米入りさつま芋ご飯 

鶏肉のトマトソース煮

野菜の 

ごまマヨネーズ和え 

むらくも汁 

りんご 小魚 牛乳 
    

キャベツ、もやし、ほうれん

草をペーストにしたごまとマヨ

ネーズで和えます。 

７４３ｷﾛｶﾛﾘｰ・３２．１ｇ 

２２２２４４４４日（日（日（日（火火火火））））    

学校給食記念日献立学校給食記念日献立学校給食記念日献立学校給食記念日献立    

塩むすび 

鯨の竜田揚 

白菜漬け 

かぼちゃすいとん汁 

脱脂粉乳  
 

昭和５０年ごろまで学校給食

によく出ていた鯨をいただきま

す。塩むすびを主食にしてシン

プルな昭和の時代の給食です。 

８１９ｷﾛｶﾛﾘｰ・３０．８ｇ 

２２２２５５５５日（日（日（日（水水水水））））    

発芽玄米入りごはん 
ハッシュドビーフ 

海藻サラダ ドレッシング 

浸し豆  

果物（キウイ） 

小魚 牛乳 
 

青大豆を塩ゆでして、みりん

と砂糖と醤油で味付けするひた

し豆は、郷土食の一つです。 

 

８６６ｷﾛｶﾛﾘｰ・３１．１ｇ 

２２２２６６６６日（日（日（日（木木木木）））） 

発芽玄米入りごはん 

竹輪の磯辺揚げ ２こ 

生ひじきのサラダ 

寄せ鍋煮 

みかん 小魚 牛乳 
 

 生ひじきのサラダは親子クッ

キングで実習しました。厚生部

だよりの裏面にレシピを掲載し

てありますのでお試しくださ

い。 

８４９ｶﾛﾘｰ・３４．３ｇ 

２２２２７７７７日（金）日（金）日（金）日（金）    

発芽玄米入り黒豆寿し 

鮭のホイル蒸し 

ほうれん草と 

キャベツのサラダ 

のっぺい汁 

りんご  

小魚 牛乳 
第第第第3333 回食育推進委員会回食育推進委員会回食育推進委員会回食育推進委員会    

第３回給食試食会第３回給食試食会第３回給食試食会第３回給食試食会    

７８０ｶﾛﾘｰ・３２．８ｇ 

3333０日０日０日０日（（（（月月月月））））    

発芽玄米入りご飯 

味噌ナッツつくね 

梅と大根のサラダ 

真田汁 

手作りふりかけ 牛乳 
 

 

 

ちりめんじゃこ、ごま、花か

つお、のりを使ったふりかけで

す。８２７ｷﾛｶﾛﾘｰ・３７．７ｇ    

3333１日１日１日１日（（（（火火火火））））    

セルフカツサンド 

コーンポタージュ 

チーズケーキ 

小魚 牛乳 

 
図 書 委 員図 書 委 員図 書 委 員図 書 委 員 会会会会    本 の 紹 介 献本 の 紹 介 献本 の 紹 介 献本 の 紹 介 献 立立立立    

  

今月は1年2組図書委員が紹

介する本の中に出てくるカツサ

ンドとチーズケーキです。 

８０６ｷﾛｶﾛﾘｰ・３０．１ｇ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

今月の1 日平均摂取栄養量はエネルギー８０２ｷﾛｶﾛﾘｰ、たんぱく質３２．５ｇ、脂質２０、６ｇ、カルシウム４３３ｍｇ、塩分３．５ｇです。    

レシピ紹介レシピ紹介レシピ紹介レシピ紹介    《《《《味噌ナッツつくね味噌ナッツつくね味噌ナッツつくね味噌ナッツつくね    8888 人分》人分》人分》人分》    

鶏ひき肉400ｇ 玉葱１００ｇ ｶｼｭﾅｯﾂ 60g パン粉45g  卵 １個  

Ａ（砂糖２０ｇ みりん50ｇ 味噌50ｇ）スライスアーモンド20ｇ 

★ Ａの砂糖とみりんと味噌を煮て練り味噌を作ります。★ A とみじん切りの玉葱と粗

くつぶしたカシューナッツ（又はくるみなど）とその他の材料をよく混ぜ合わせます。★ ク

ッキングシートを敷いた菓子箱に２ｃｍ位の厚さに平らにのばしスライスアーモンドを上に散

らして押さえます。★ 200℃のオーブンで25 分ほど焼きます。 



体重（ｋｇ）体重（ｋｇ）体重（ｋｇ）体重（ｋｇ）    

身長（身長（身長（身長（            ｍ）×身長（ｍ）×身長（ｍ）×身長（ｍ）×身長（                ｍ）ｍ）ｍ）ｍ）    

体重（体重（体重（体重（            ｋｇ）ｋｇ）ｋｇ）ｋｇ）    

キロカロリー 

        

寒いときは運動不足になりがちです。ついつい食べ過ぎてしまいます。できるだけ考えて食べましょう。寒いときは運動不足になりがちです。ついつい食べ過ぎてしまいます。できるだけ考えて食べましょう。寒いときは運動不足になりがちです。ついつい食べ過ぎてしまいます。できるだけ考えて食べましょう。寒いときは運動不足になりがちです。ついつい食べ過ぎてしまいます。できるだけ考えて食べましょう。

家族みんなで生活習慣病の予防を心がけましょう。家族みんなで生活習慣病の予防を心がけましょう。家族みんなで生活習慣病の予防を心がけましょう。家族みんなで生活習慣病の予防を心がけましょう。    

 

 

 

 

 

 

 

 

BMIが標準（１８．５～２５未満）を維持するように、しっかり食べて、しっかり動こう。運動やお手伝いが大事運動やお手伝いが大事運動やお手伝いが大事運動やお手伝いが大事です 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体格をあらわす指数にBMIBMIBMIBMI（Body Mass Index）があります。最も疾病の少ない標準体重をBMIBMIBMIBMI２２２２２２２２としています。  

★★★★    一つの目安としての一つの目安としての一つの目安としての一つの目安としてのBMIBMIBMIBMIを計算してを計算してを計算してを計算してみましょうみましょうみましょうみましょう    

         

BMI＝            体重５０ｋｇ、身長１６０ｃｍの場合 

              BMI＝５０÷（１．６×１．６）≒１９．５ 

自分の身長と体重をあてはめてみましょう。 

   

BMI＝     

★★★★    適性体重を計算してみましょう適性体重を計算してみましょう適性体重を計算してみましょう適性体重を計算してみましょう    

適正体重＝身長（適正体重＝身長（適正体重＝身長（適正体重＝身長（                ｍ）×身長（ｍ）×身長（ｍ）×身長（ｍ）×身長（                ｍ）×２２ｍ）×２２ｍ）×２２ｍ）×２２    

★★★★    一日に必要なエネルギー量を計算してみましょう。一日に必要なエネルギー量を計算してみましょう。一日に必要なエネルギー量を計算してみましょう。一日に必要なエネルギー量を計算してみましょう。    

どのくらい食べたらいいかは、体格、年令、性別生活活動強度によって違います。 

 

必要なエネルギー量＝  適正体重 × 基礎代謝基準値① × 生活活動強度② 

＝（＝（＝（＝（                ）ｋｇ×）ｋｇ×）ｋｇ×）ｋｇ×    ①①①①                ××××    ②②②②                        

①①①①    基礎代謝基準値基礎代謝基準値基礎代謝基準値基礎代謝基準値                                    ②②②②    生活活動強度生活活動強度生活活動強度生活活動強度    中学生の場合中学生の場合中学生の場合中学生の場合  １８歳～６９歳の場合 

年齢 男性 女性 

１２～１４ ３１．０ ２９．６ 

１５～１７  ２７．０ ２５．３ 

１８～２９ ２４．０ ２２．１ 

３０～４９ ２２．３ ２１．７ 

５０～６９ ２１．５ ２０．７ 

発行担当 栄養教諭 金井かずよ  

食べすぎ食べすぎ食べすぎ食べすぎ    

        運動不足運動不足運動不足運動不足    

偏食偏食偏食偏食        ストレスストレスストレスストレス    

このまま行くとこのまま行くとこのまま行くとこのまま行くと    

肥満症肥満症肥満症肥満症        高血圧症高血圧症高血圧症高血圧症    

糖尿病糖尿病糖尿病糖尿病        高脂血症など高脂血症など高脂血症など高脂血症など    

生活習慣病生活習慣病生活習慣病生活習慣病        

    

太らない太らない太らない太らない食事のポイント食事のポイント食事のポイント食事のポイント    

一日３食規則正しく食べる。一日３食規則正しく食べる。一日３食規則正しく食べる。一日３食規則正しく食べる。    

ゆっくりよくかんで食べる。ゆっくりよくかんで食べる。ゆっくりよくかんで食べる。ゆっくりよくかんで食べる。    

脂肪の多いものや甘いものは毎日食べない。脂肪の多いものや甘いものは毎日食べない。脂肪の多いものや甘いものは毎日食べない。脂肪の多いものや甘いものは毎日食べない。    

寝る前は食べない。寝る前は食べない。寝る前は食べない。寝る前は食べない。    

身長（ｍ）×身長（ｍ）身長（ｍ）×身長（ｍ）身長（ｍ）×身長（ｍ）身長（ｍ）×身長（ｍ）    

BMIBMIBMIBMI                                

適性体重適性体重適性体重適性体重                        ｋｇｋｇｋｇｋｇ    

レベルⅠレベルⅠレベルⅠレベルⅠ：：：：生活の大部分が座位で静的な活動が大部分の場合…1.1.1.1.４５４５４５４５    １．５０ 

レベルⅡレベルⅡレベルⅡレベルⅡ：：：：座位が中心だが移動や立位での作業や通勤、買い物、家事、軽いスポーツ

などをする場合……1.1.1.1.６５６５６５６５    １．７５    

レベルⅢレベルⅢレベルⅢレベルⅢ：：：：移動や立位の多い仕事への従事者。あるいはスポーツなど余暇における活

発な運動習慣を持っている場合１．８５１．８５１．８５１．８５    ２．０    

「和食」ご飯を主食にした日本型の食事が生活習慣病

を予防します。 

メタボリックシンドローム判定基

準の一つは、おへその位置でのウエ

ストサイズ（腹囲）が・・・ 

子ども・・・８０ｃｍ以上 

男性・・・８５ｃｍ以上 

女性・・・９０ｃｍ以上 です。   


