
２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　　節分豆 だいず 牛乳　 パン 606 765

3 くじらカツ くじら パン粉 あぶら　ごま 25.7 32.0

キャベツのゆかりあえ にんじん　 キャベツ　はなっこりー　ゆかり

月 豆乳スープ ベーコン　とうにゅう にんじん　こまつな たまねぎ　とうもろこし じゃがいも

ごはん 牛乳　 こめ 632 810

4 あじの塩焼き あじ 29.0 35.6

きんぴらごぼう あぶらあげ ひじき にんじん　いんげん ごぼう さとう

水 おでん とりにく　うずらたまご　ちくわ　がんもどき こんぶ にんじん だいこん さといも

ごはん 　ハニーピーナッツ 牛乳　 こめ ピーナッツ 549 773

5 ☆ビビンバ ぎゅうにく にんじん　ほうれんそう もやし さとう ごま 20.2 27.6

中華スープ ぶたにく　とうふ わかめ にんじん　ねぎ たまねぎ　はくさい　えのきたけ

水 ぽんかん ぽんかん

ごはん 牛乳　 こめ 591 760

6 とり肉のさっぱり煮 とりにく しょうが さとう 26.4 32.7

春菊のごま和え しらすぼし しゅんぎく　にんじん はくさい　もやし さとう ごま

木 やかましいみそ汁 とうふ　みそ わかめ にんじん　こまつな たまねぎ　しめじ さつまいも

わかめごはん 牛乳　わかめ こめ 587 756

7 ふくのからあげ ふく でんぷん あぶら　 21.2

れんこんのきんぴら さつまあげ にんじん　いんげん れんこん さとう

金 ☆かき玉汁 たまご　とうふ にんじん　ねぎ たまねぎ　えのきたけ　しいたけ

☆アップルパン 牛乳 りんご パン 646 818

10 ☆さといもグラタン とりにく チーズ　牛乳 にんじん たまねぎ さといも ホワイトルウ 24.1 29.1

レモンサラダ あかピーマン だいこん　はなっこりー　レモン さとう あぶら

月 ☆ＡＢＣスープ ベーコン にんじん　パセリ たまねぎ　キャベツ　えのきたけ マカロニ

ごはん　 牛乳 こめ 712 919

12 ハヤシライス ぎゅうにく にんじん たまねぎ　えだまめ　しめじ こむぎこ バター 20.2 24.8

ごぼうサラダ ツナ ひじき にんじん　ブロッコリー ごぼう ごま　マヨネーズ

水 ☆いちご いちご

パン　いちごジャム 牛乳 パン　ジャム 637 777

13 ☆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 21.8 26.3

ボルシチ ぎゅうにく にんじん　トマト　パセリ たまねぎ　かぶ　セロリ

木 バレンタインゼリー コーヒー牛乳 ゼリー　

ごはん 牛乳 こめ 562 754

14 ハタハタの唐揚げ ハタハタ あぶら 21.5 28.2

なんばんべっちょ にんじん きゅうり　だいこん　しめじ　たくあん さとう

金 きりたんぽ鍋 とりにく　とうふ にんじん　ねぎ はくさい　ごぼう きりたんぽ

パン　☆ミルメークコーヒー 牛乳 パン　さとう 676 843

17 ☆とりの唐揚げ とりにく　 でんぷん あぶら 26.2 32.4

はなっこりんサラダ ツナ はなっこりー　だいこん　りんご さとう あぶら

月 ポテトスープ にんじん　チンゲンサイ たまねぎ　キャベツ　しめじ じゃがいも

ゆかりごはん 牛乳 ゆかり こめ 577 758

18 卒業うどん とりにく　 わかめ にんじん　ねぎ たまねぎ　えのきたけ うどん 18.2 22.1

菜の花和え たまご にんじん　なのはな　 キャベツ　もやし さとう

火 りんご りんご

サフランライス 牛乳　 こめ 578 760

19 ☆スパニッシュオムレツ ベーコン　たまご にんじん　ピーマン たまねぎ じゃがいも 21.1 26.2

ゆでキャベツ キャベツ

水 白いんげん豆のスープ ぶたにく　いんげんまめ にんじん　チンゲンサイ たまねぎ　エリンギ　セロリ

乳製品・果物

海藻・いも類

ふくの日

豆類・種実類

令和元年度２月

二島学校給食共同調理場　給食予定献立表

（二島中） 食事、運動、休養・睡眠の大切さを知ろう
※牛乳は毎日つきます。

献　立　名
☆は中3・小6からの
リクエスト献立です

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

季節の果物

ｴﾈﾙｷﾞｰ（kcal）・たんぱく質（ｇ）

家庭でとりたい食品

行事食・旬の献立等

魚類・いも類

豆類・乳製品

ブックランチ

野菜・乳製品

海藻・果物

節分献立

スペイン料理

海藻・魚類

おもにエネルギーのもとになる

季節の果物

小魚・いも類

魚類・豆製品

ロシア料理

海藻・緑黄色野菜

秋田県郷土料理

魚類・緑黄色野菜

「行ってみたいな あんな町 こんな町」福島・宮城・岩手・山形・秋田・青森・北海道 より

秋田県の郷土料理を紹介します。日本で３本の指に入る米どころです。おいしい米に加えて、ハタハタ、きりたんぽ、しょっつるなど、

秋田独特の食文化があります。男鹿半島のなまはげ、横手のかまくら、秋田犬なども全国に広く知れわたっています。

んめもの（おいしいもの）は、つぶしたごはんを棒にくっつけてちくわ状に焼いた「きりたんぽ」や、ホウキギの実をゆでた「とんぶ

り」、けむりでいぶしたダイコンを漬けこんだ「いぶりがっこ」など、秋田県ならではの料理が紹介されています。給食では、「なんば

んべっちょ」という料理も登場します。作り方も載せていますので、いっぺまんまけぇ！（いっぱいめしあがれ）

「卒業うどん」より

お母さんは私立中学の受験をすすめるけど、自分は家の近くの市立に通いたい。お母さんと意見があわない。なんとなく反抗したい

ような……。揺れ動く小学五年の綾香が主人公。ひょんなことから、いじめられっ子のタッチと、優等生の坂上くんと三人で、うどん

を食べに高松まで行くことになった・・・のだけど、美味しいうどんを食べるだけだったのが、なぜか、プチ家出をするはめに・・・。

道中、タッチの意外な一面を知ったり、坂上君の悩みと葛藤の真相がわかったり、見知らぬ人の優しさに助けられたり。思わぬ旅の果

てに綾香が見つけたものとは！

それと、この本を読むと、讃岐うどんを食べたくなりますよ。美味しそう〜なんです。

山口市はスペインのパンプローナ市と1980年（昭和５５年）2月19日に姉妹都市の提携を結び、今年は記念すべき４０

周年を迎えることから、２月１９日を「スペイン料理の日」とします。

パンプローナ市は、スペイン北東部、フランスとの国境沿いにあり、ナバラ州の州都で政治・経済・文化の栄えた土地で

す。また、中世に栄えたナバラ王国の首都であったところで古い建物が残る歴史ある街です。

毎年7月6日から14日まで行われるサン・フェルミン祭は「牛追い祭」として世界的に有名な祭で、ヘミングウェイの

「日はまた昇る」にその様子は克明に記されています。近郊には日本に初めてキリスト教を伝え、山口市に滞在した聖フラ

ンシスコ・サビエルの生まれたハビエル城があり、姉妹都市締結のきっかけとなりました。



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

☆きなこ揚げパン きなこ 牛乳 パン　さとう あぶら 613 782

20 ひじきとツナのサラダ ツナ ひじき にんじん キャベツ　きゅうり さとう あぶら 22.0 27.1

もずくと麦のスープ ベーコン もずく にんじん　こまつな たまねぎ　とうもろこし むぎ

木 いよかん いよかん

ごはん 牛乳 こめ　 621 797

21 白身魚のゆずみそ焼き ホキ　しろみそ ゆず果汁 28.8 35.7

大根なます にんじん だいこん　きゅうり さとう

金 すきやき ぎゅうにく　やきどうふ にんじん　ねぎ はくさい　たまねぎ　もやし ふ　さとう

ごはん 牛乳 こめ 630 807

25 さばのカレー煮 さば さとう 27.8 34.2

切り干し大根の甘酢和え にんじん　こまつな きりぼしだいこん　きゅうり　もやし さとう

火 がんもどきと白菜の煮物 ぶたにく　がんもどき にんじん　いんげん はくさい　だいこん　しめじ さとう

ごはん 牛乳　 こめ 632 813

26 れんこんハンバーグのごまみそソース ぶたにく　ぎゅうにく　しろみそ れんこん　たまねぎ　しょうが パン粉　さとう ごま 25.3 30.9

キャベツの昆布和え こんぶ にんじん キャベツ　きゅうり

水 けんちん汁 とうふ　あぶらあげ にんじん　ねぎ だいこん　ごぼう　しいたけ さといも

☆三角チーズパン たまご 牛乳　チーズ パン　さとう 748 895

27 ☆ルパン三世のミートボールスパゲティ ぶたにく　ミートボール にんじん　ほうれんそう たまねぎ　エリンギ スパゲティ 27.3 32.6

ツナサラダ ツナ あかピーマン キャベツ　きゅうり さとう あぶら

木 オレンジ オレンジ

ごはん 牛乳 こめ　 658 834

28 ☆１１ぴきのねこのコロッケ コロッケ あぶら 18.7 22.4

野菜のごま和え にんじん　ほうれんそう キャベツ さとう ごま

金 さつまいものみそ汁 とうふ　あぶらあげ　みそ わかめ にんじん　 たまねぎ　えのきたけ さつまいも ブックランチ

魚類・緑黄色野菜

小魚・いも類

魚類・果物

　２月・３月で中学３年生と小学６年生のリクエスト献立を取り入れていきますが、「三角チーズパン」は川崎ベーカリーさんのおいしい菓子パンでとても人
気があります。今では給食でしか食べられない貴重なパンです。ブックランチで実施した「ルパン三世のミートボールスパゲティ」がリクエストに挙がったこ
ともうれしいです。

乳製品・緑黄色野菜

献　立　名
☆は中3・小6からの
リクエスト献立です

乳製品・果物

魚類・きのこ類

ｴﾈﾙｷﾞｰ（kcal）・たんぱく質（ｇ）

家庭でとりたい食品

行事食・旬の献立等

季節の果物

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

材　　　　　料　　　　　名

＜材料＞４人分
だいこん：８０ｇ
きゅうり：６０ｇ
にんじん：20ｇ
しめじ ：20ｇ

たくあん：２０ｇ

さとう：小さじ1

しょうゆ：小さじ２

とうがらし：少々

＜作り方＞
１．野菜は千切り、しめじは小房に分けて、ゆでて冷ます。
２．１をしぼり、水気を切る。
３．調味料を混ぜ合わせ、２とたくあんを和える。

秋田県の郷土料理です。本来は、つぶ油（エゴマ）や菊の花が入るそうです。
唐辛子をきかせ、泣くほど（べそをかくほど）辛いことからこの名がついたそうです。
１４日（金）の給食に出します。給食は辛さを調整しますので、お楽しみに！

「11ぴきのねことあほうどり」より

11ぴきのねこたちがコロッケの店をはじめました。最初は繁盛していたものの、少しずつコロッケが売れ残るようになってしまいま

す。見るのも嫌なぐらいコロッケに飽きてしまった11ぴきのねこ。鳥の丸焼きが食べたくて仕方なくなったところに現れたのはなんと

「あほうどり」。さらにこの「あほうどり」が11羽の兄弟だと知り、舌なめずりしながら「あほうどり」の国へ出かけます。ところが

…!?そこで誰もが予想だにしなかった展開に!!11ぴきのねこたちとあほうどりのやりとりに爆笑せずにはいられないお話です。

ンシスコ・サビエルの生まれたハビエル城があり、姉妹都市締結のきっかけとなりました。

節分といえば「豆まき」。豆まきといえば「大豆」です。大豆は栄

養たっぷりの豆で、日本では昔からいろいろな食べ物に加工しておい

しく食べられてきました。大豆さんにちょっと話を聞いてみましょう。


