
５月の目標

小学校 中学校

１群 ２群 ３群 ４群 ５群 ６群

肉・魚・卵・大豆 乳製品・海草・小魚 緑黄色野菜 その他の野菜・果物 穀類・芋・砂糖 油脂・種実類

パン　 牛乳 パン　 588 747

25 かにチーズグラタン とりにく　かにかま チーズ　牛乳 たまねぎ　えだまめ マカロニ　じゃがいも　パン粉 22.3 27.8

アーモンドサラダ にんじん キャベツ　きゅうり さとう アーモンド　あぶら

月 ジュリエンヌスープ にんじん　チンゲンサイ たまねぎ　エリンギ　とうもろこし

ごはん 牛乳 こめ 685 883

26 チキンチキンごぼう とりにく　 ごぼう　えだまめ でんぷん　さとう あぶら 23.0 28.2

キャベツのこんぶ和え こんぶ キャベツ　きゅうり　

火 だんご汁 あぶらあげ　みそ にんじん　こまつな しめじ　たまねぎ しらたまもち　さといも

ごはん 牛乳 こめ　 549 741

27 蒸しぎょうざ ぎょうざ 22.0 28.7

ぶたキムチ ぶたにく にんじん　 もやし　はくさいキムチ　たまねぎ

水 中華スープ にんじん　チンゲンサイ　にら たまねぎ　たけのこ　えのきたけ

ごはん 牛乳 こめ 565 739

28 鰆の塩焼き さわら 25.4 33.0

のり酢和え のり にんじん キャベツ　きゅうり さとう

木 とり汁 とりにく　とうふ にんじん　ねぎ ごぼう　しめじ

ごはん 牛乳　 こめ 733 923

29 手作りポークカレー ぶたにく にんじん たまねぎ　グリンピース　りんご じゃがいも　こむぎこ バター 20.3 24.6

カリカリサラダ にんじん キャベツ　きゅうり　とうもろこし コーンフレーク　さとう あぶら

金 おいわいデザート クレープ

行事食・旬の献立等

令和２年度５月

二島学校給食共同調理場　給食予定献立表

献　立　名
材　　　　　料　　　　　名

おもに体を作るもとになる おもに体の調子をととのえる おもにエネルギーのもとになる

（二島中） 食事のマナーに気をつけよう　朝ごはんを食べよう
※牛乳は毎日つきます。

ｴﾈﾙｷﾞｰ（kcal）・たんぱく質（ｇ）

家庭でとりたい食品

魚類・いも類

ブックランチ

緑黄色野菜・乳製品

海藻・果物

免疫力アップ
こんだてキムチは発酵食品なので、腸内の善玉菌を増やし、免疫力をアップさせる食品のひとつです。

乳製品・果物

季節の魚

海藻・緑黄色野菜

「れいぞうこのおくのおく」よりブックランチ

冷蔵庫の奥の、奥。何かブーンブーンって音がする。誰かが何か怒っているみたい……？？？チーズが大好きなすずちゃんのお誕生日に

このお家にやってきた、ぼく。その日は、いろんなチーズ料理になって大活躍だったんだけれど、残りはラップに包んでまた今度食べよう

ねって言われたっきり、ずっと出番がなくて、冷蔵庫の奥に忘れられてしまった。

このままじゃ、青カビ赤カビ生えてきて、ぼくチーズゾンビになっちゃうよ！！！そんなの嫌だ。ぼくはおいしく食べてもらいたいんだ！

チーズはママに見つけてもらおうと、冷蔵庫の最前列に躍り出ようとするけれど……。

ちょっとドキッとしてしまいますね。忘れられて、カビが生えてしまう前に、食材が自分から冷蔵庫の前へ前へ出てきて、最前列に並んで

くれたら食品ロスも減りそうですね！冷蔵庫の中で、こんなやりとりがされてると思ったら、楽しいです。

休校が延長されましたが、みなさん元気に過ごしていますか？まだまだ、不安な状

況が続いていますが、今、私たちができることは、心も体も「健康」でいることです。

健康の源でもある食事について考えてみましょう。おうちにいる時間が長いので、

料理を作ってみませんか？また、家族のためにも作ってみましょう。

＜レンジでピラフ＞（１人分）

　材料 作り方

　ごはん 茶碗１杯 ①ねぎとハムを切る。

　ハム （角切り） ２枚 ②クッキングシートにごはんをひろげ、

　しめじ （ほぐす） １/５房 　具とバターをのせ、しょうゆをふる。

　しらす干し 大さじ１ ③キャンディ包みにして、電子レンジで

　ねぎ （小口切り） １本 　３～４分加熱をする。

　バター １０ｇ

　しょうゆ 少々

＜みそ納豆＞（１人分）
　材料 作り方
　納豆 ３０ｇ ①油で豚ミンチを炒める。
　豚ミンチ １０ｇ ②①に納豆と調味料を加えさっと炒める。
　ねぎ ５ｇ ③②に火か通ったら、みじん切りにした
　油 適量 　ねぎを加えて火を止める。
　赤みそ ７ｇ
　砂糖 １ｇ
　みりん ２ｇ

＜トマトときゅうりのパクパクサラダ＞（１人分）
　材料

（ざく切り） 1/4個 作り方
（乱切り） 1/4本 ①野菜を切る。
（小口切り） 1/2本 　きゅうりには塩をかるくふっておく。

大さじ1/2 ②ねぎとめんつゆ、ごま油、さとうを
小さじ１ 　合わせておく。

小さじ1弱 ③きゅうりの水気をしぼる。
少々 ④野菜と②を混ぜあわせる。　さとう

　トマト
　きゅうり
　ねぎ
　すりごま
　めんつゆ
　ごま油



＜材料＞４人分

豚肉・・・・６０ｇ

にんじん・・１／３本

たまねぎ・・1個

もやし・・・１袋

キムチ・・・２０ｇ

ごま油・・・適量

しょうゆ・酒（お好みで）

おうちでつくってみよう！

ぶたキムチ
（２７日の給食に出ます）

＜作り方＞

①にんじんは千切り・たまねぎはスライスに切る。

②フライパンをあたため、油を入れ、豚肉を炒める。

③にんじん・たまねぎを加えて、さらに炒める。

④キムチを入れて、最後にもやしを入れる。

☆キムチの辛さで味を調節してください。

豚肉からタンパク

質、キムチから乳酸

菌、野菜からビタミ

ン類を摂って免疫力

アップ！！、

長いお休みが続きますが、生活リズムが乱れたり、体調を崩したりしている人はいませんか？学校が
再開されたとき、元気な身体で登校できるよう、日々の健康管理に努めましょう。
そのためには、まず決まった時間に起きて、朝ごはんをきちんと食べましょう。私たちのからだと脳

は、朝ごはんを食べることによって、睡眠中に低下した血糖値や体温が上昇して目覚め、活動を始めま
す。だから朝ごはんを「時間がない」「食欲がない」といって食べないと、からだと頭はいつまでも寝
ぼけたままです。また、空腹感から集中力もなく、気持ちも落ちつきません。朝から元気に活動するた
めにも、まずは食べることです。毎日の健康のために、きちんと朝ごはんを食べましょう。

決まった時間に起きて、朝ごはんを食べよう

ごはんやパンを食

べて、脳にブドウ

糖をおくりこみま

しょう。ブドウ糖

が脳の栄養になり

ます。

体温が上がって

体があたたまり、

朝から元気に体

を動かすことが

できます。

胃や腸が動き出し、

うんちが出やすく

なります。そのた

めには野菜や果物

が必要です。

①脳にめざましスイッチ ②体にめざましスイッチ ③おなかにめざましスイッチ

新型コロナウイルスに負けない免疫力をつくる！

＜＜免疫力をアップする食事！４つのポイント＞＞

①良質のタンパク質で粘膜や免疫細胞をパワーアップ
タンパク質＝プロテインはギリシャ語で『いちばん大切な』という言葉が由来です。その名の通り骨や筋肉はもちろん、血液、皮膚、ホル

モン、免疫細胞など私たちの身体を構成するあらゆるものがタンパク質からつくられています。不足すると皮膚や粘膜が弱くなり、免疫力はパ
ワーダウン。毎日の食事で良質なタンパク質を摂りましょう。（肉・魚・卵・豆 など）

②乳酸菌や食物繊維で腸内の善玉菌を増やして腸を元気に
食べ物を通して体の中に侵入しようとする外敵をブロックし、栄養素を吸収している腸は、全身の免疫システムの重要拠点です。腸内には乳

酸菌やビフィズス菌などの善玉菌が腸内環境を整えて免疫細胞の働きを助けています。善玉菌を食事に取り入れるとともに、腸内環境を美化す
る食物繊維も補い、腸を元気に保ちましょう。（ヨーグルト・キムチ・納豆・きのこ など）

③ビタミンＡ（β-カロテン）で粘膜を強くしてのどや鼻をガード
全身を覆う皮膚や粘膜は身を守るバリアです。特にのどや鼻の粘膜は、ウイルスが真っ先に入ってくる場所。その場所を健全に保つために、

ビタミンＡを積極的に摂りましょう。（緑黄色野菜）

④ファイトケミカルやビタミンＣ・Ｅで免疫力を活性化！攻撃力もサポート
ファイトケミカルとは、特に野菜に多く含まれる植物性の栄養素で、植物が強い紫外線や害虫から身を守るために備えた色や香り、苦みなど

の成分のことです。また、免疫細胞の働きを高めるビタミンＣや活性酸素を消去するビタミンＥもしっかり補給しましょう！（野菜・果物・
アーモンド など）

参考文献：免疫力を上げる食の本

～免疫力は私たちの元気を支えています～

免疫力は、全身からつくり出されるものです。そして、その身体をつくっているのが食事です。毎日の食事

から十分な栄養を摂り、免疫力を高めましょう。
１）細菌やインフルエンザなどのウイルスが侵入しないようにガード。感染したとしても素早く攻撃！

２）傷口から侵入しようとする細菌をブロックして化膿防止。皮膚の再生を促して回復させる！

３）食べ物と一緒に侵入しようとする細菌をバリア！食中毒を予防！お腹の調子をキープする。

４）細菌やほこりを皮膚に寄せ付けない！

５）全身の粘膜を丈夫に保つことで細菌の侵入を阻止！

６）異物に対して適度に反応！

７）病原体を退治して、栄養を適切に利用出来るから、いつも元気！

～この免疫力を支えるのが～

バランスのよい食事 清潔 適度な運動 睡眠・休息 保湿 笑顔

「早寝早起き朝ごはん」 で生活リズムを整えよう


