
１０月の目標

　　（二島中）

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

ごはん 牛乳 こめ 646 845

1 さんまの塩焼き（めぐろのさんまより） さんま 28.3 36.9

かみかみ和え だいず にんじん キャベツ　きゅうり　きりぼしだいこん さとう

火 豚じゃが ぶたにく　なまあげ にんじん　きぬさや たまねぎ じゃがいも　さとう

ごはん 牛乳　 こめ 610 777

2 とり肉のさっぱり煮 とりにく　 しょうが さとう 26.4 31.8

野菜のいそか和え のり にんじん　こまつな もやし　 さとう

水 とうふの炒め煮 やきとうふ にんじん キャベツ　たけのこ　たまねぎ さとう

3
木
ごはん 牛乳 こめ 632 778

4 さばのしょうが煮 さば　 しょうが さとう 29.6 33.7

切り干し大根のはりはり和え こんぶ きりぼしだいこん　きゅうり さとう

金 豚汁 ぶたにく　なまあげ にんじん　こまつな

パン　 牛乳 パン　 636 819

7 ミートスパゲティ ぶたミンチ にんじん　ピーマン たまねぎ　しめじ スパゲティ オリーブオイル 25.5 32.2

☆とりむねにくと夏野菜の とりにく あかピーマン　きピーマン キャベツ　きゅうり　しょうが さとう あぶら

しょうがたっぷり～

月 オレンジ オレンジ

栗ごはん 牛乳 こめ くり 542 749

8 あじのごまだれ あじ さとう ごま 25.8 33.9

いそべ和え のり にんじん　ほうれんそう キャベツ

火 かき玉汁 たまねぎ　たまご にんじん　ねぎ たまねぎ　えのきたけ でんぷん

ごはん 牛乳　 こめ 611 782

9 とり肉の南部みそ焼き とりにく　あかみそ さとう ごま 24.1 29.6

すき昆布の煮物 さつまあげ こんぶ にんじん しいたけ さとう ごまあぶら

水 ひっつみ ぶたにく　なまあげ にんじん　ねぎ ごぼう　しめじ こむぎこ

パン 牛乳 パン 634 789

10 手作りブルーベリージャム ブルーベリー さとう 27.0 32.7

れんこんのごまマヨ和え ツナ れんこん　きゅうり　とうもろこし ごま　マヨネーズ

野菜のスープ煮 とりにく　 にんじん　トマト　いんげん だいこん　たまねぎ　しめじ　セロリ じゃがいも

木 ヨーグルト ヨーグルト

ごはん 牛乳 こめ 605 789

11 シューマイ シューマイ 22.6 32.7

バンサンスウ にんじん もやし　きゅうり はるさめ　さとう ごまあぶら

金 八宝菜 ぶたにく　いか　えび にんじん　チンゲンサイ たまねぎ　キャベツ　たけのこ でんぷん

令和元年度10月

二島学校給食共同調理場　給食予定献立表

世界の食事事情を知ろう
※牛乳は毎日つきます。

おもにエネルギーのもとになる ｴﾈﾙｷﾞｰ（kcal）・たんぱく質（ｇ）

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

家庭でとりたい食品

行事食・旬の献立等

緑黄色野菜・果物

魚類・いも類

季節の魚
（さんま）

小魚・果物

乳製品・豆類

給食はありません

肉類・野菜

季節の食べ物（栗）

緑黄色野菜・いも類

☆「第14回　ぼくわたしお料理コンクール」の応募作品の中から、2点ほど給食に使わせていただきます。
佐山小　5年　村藤一真くんの作品「とりむねにくと夏野菜のしょうがさっぱり～」です。工夫したところは、きゅうりの皮を残して歯ごたえがあるようにしたことと、3歳の妹でも食べ
やすいようにしょうがの量を調整したことです。（栄養教諭より）色鮮やかなカラーピーマンが食欲をそそりますね。鶏肉も入っているので食べやすいと思います。

「ひっつみ」は小麦粉を水で耳たぶくらいのやわらかさまでこね、ねかしたものをひっつまんで（ひきちぎっての方言）鍋に入れることから「ひっつみ」の名まえがつきました。

岩手県
郷土料理

魚・果物

ブルーベリーに含まれるアントシアニンには、疲れ目を元気にしてくれる働きがあります。スマホやゲームなどが日常の世の中ですが、目に優しい生活を考えてみましょう。

目の愛護デー

海藻・いも類

１．２年なし

「めぐろのさんま」海にも面していない目黒でなぜさんまなのでしょう。実はこれ、落語の話なのです。当時さんまという低

級な魚を庶民的な流儀で無造作に調理したらとても美味かったが、丁寧に調理したらまずかった、という滑稽噺です。落ちは殿

様が、海と無縁な場所である目黒で食べた魚の方が美味いと信じ込んでそのように断言する、というところです。世俗に無知な

殿さまを風刺する話でもあります。

～食生活アンケートの結果より～

今年の４～５月に２年生を対象に食生活ア

ンケートを実施し、山口県の結果が出ました

ので少しずつ紹介していきます。

中学生は身体が成長・充実する大事な時期

であり、特に朝食は１日の始まりとなる大切

な食事であることから、毎日食べてほしいで

すね。ときどき食べない・毎日食べない人

は、パン一口でもバナナ１本でも何かを口に

入れる習慣を身につけましょう。また、朝食

の内容については、野菜のおかず（サラダ・

常備菜）を増やすとバランスがよくなりま

す。
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二島中２年

(県)中学校

①毎日食べる 77%

①毎日食べる 84%

②ときどき食べない

23%

②ときどき食べない

13%

③毎日食べない 2%

④不明 １%１．朝食を食べていますか。
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(県)中学

校

①主食のみ 46%

①主食のみ 35%

②主食＋主菜 15%

②主食＋主菜 31%

③主食＋副菜 15%

③主食＋副菜 13%

④主食＋主菜＋副菜

15%

④主食＋主菜＋副菜

16%

⑤その他 9%

⑤その他 3% ⑥不明 2%

２－２． 朝食はどのようなものを食べましたか。



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

ごはん 牛乳 こめ 674 860

15 さんまの薬味たれかけ さんま ねぎ しょうが さとう あぶら 24.8 30.1

ごしき和え ささみ ひじき にんじん　こまつな だいこん さとう

火 やかましいみそ汁 とうふ　あぶらあげ　みそ わかめ にんじん たまねぎ　なめこ ながいも

16 ごはん　韓国のり 牛乳　のり こめ 583 828

チャプチェ にんじん　ねぎ もやし　たまねぎ　たけのこ はるさめ ごまあぶら　 19.1 26.5

水 タットリタン（とりじゃが） とりにく　ちくわ　なまあげ にんじん　いんげん たまねぎ じゃがいも ごま

ハニーピーナッツ はちみつ ピーナッツ

ごはん 牛乳 こめ 612 781

17 ふわふわどん たまご　とりにく　とうふ にんじん　ねぎ たまねぎ ふ　さとう 23.8 29.6

ひじきの炒め煮 あぶらあげ ひじき にんじん　いんげん ごぼう さとう

木 オレンジ オレンジ

麦ごはん 牛乳 こめ　むぎ 584 799

18 てづくりポークカレー 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 13.3 18.2

ごぼうサラダ ツナ にんじん ごぼう　きゅうり ごま　マヨネーズ

金 りんご りんご

パン 牛乳　 パン 625 791

21 こまったさんのハンバーグ とうふ　ぎゅうミンチ　ぶたミンチ たまねぎ パンこ 27.5 34

りっちゃんの元気サラダ ハム　かつおぶし こんぶ トマト　にんじん キャベツ　きゅうり　とうもろこし さとう あぶら

月 あきまつりスープ ベーコン にんじん　パセリ たまねぎ　えのきたけ　しめじ　エリンギ

ごはん 牛乳 こめ 684 879

23 かつおのケチャップがらめ かつお さつまいも　さとう あぶら 26.4 33.0

わかめのジュージュー かつおぶし わかめ ねぎ さとう

水 ぐる煮 とりにく　なまあげ にんじん　いんげん だいこん　ごぼう　れんこん　しいたけ

黒糖パン 牛乳　 パン　こくとう 631 801

24 オムレツ（おしゃべりなたまごやきより） ベーコン　たまご にんじん　いんげん たまねぎ じゃがいも 28.3 35

ゆでキャベツ キャベツ

木 ポトフ ぶたにく　ウインナー にんじん　ブロッコリー たまねぎ　だいこん

ごはん 牛乳　 こめ 651 834

25 あじのゆずきち風味 あじ ゆずきちかじゅう さとう あぶら 23.2 28.7

柿なます だいこん　きゅうり　かき さとう

金 なば汁 とうふ　みそ にんじん　ねぎ たまねぎ　しめじ　まいたけ　えのきたけ

パン 牛乳　 パン 625 790

28 ☆ビタミンＡＣＥのチーズやき ツナ チーズ　牛乳 パプリカ　かぼちゃ たまねぎ マカロニ ホワイトソース 27.7 34.1

大根サラダ にんじん だいこん　きゅうり さとう あぶら

月 豆と野菜のスープ とりにく　レッドキドニー　いんげんまめ にんじん　いんげん たまねぎ　セロリ じゃがいも

ごはん 牛乳 こめ 599 762

29 いわしのみぞれ煮 いわし だいこん 25.2 30.7

野菜のごまず和え にんじん キャベツ　きゅうり　もやし さとう ごま

火 けんちん汁 とうふ　とりにく にんじん　ねぎ だいこん　しいたけ さといも

ごはん 牛乳 こめ 653 836

30 油淋鶏（ユーリンチー） とりにく　 ねぎ しょうが でんぷん　 あぶら 26.2 31.9

中華和え きりぼしだいこん　キャベツ　もやし さとう

水 とうふの中華煮 とうふ　うずらたまご にんじん　チンゲンサイ たまねぎ　はくさい　しいたけ

チキンライス とりにく　 牛乳 こめ 641 826

31 あらびきウインナー ウインナー 19.2 23.6

チップスサラダ キャベツ　きゅうり　とうもろこし さとう あぶら　ポテトチップス

木 パンプキンポタージュ ベーコン　とうにゅう にんじん　かぼちゃ　パセリ たまねぎ　しめじ ホワイトソース

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

肉類・海藻

季節の果物（柿）

小魚・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・果物

ハロウイン

小魚・いも類

中華料理

豆製品・きのこ類

季節の果物（りんご）

ブックランチデー

魚類・海藻

いも類・果物

乳製品・野菜

高知県
郷土料理

☆「第14回　ぼくわたしお料理コンクール」の応募作品より
佐山小　5年　山田　明弥くんの作品「ビタミンＡＣＥ（エース）のチーズやき」です。工夫したところは、ビタミンＡ，Ｃ，Ｅをそろえ、免疫力を高めました。ビタミン
Ａはかぼちゃ、ビタミンＣはパプリカ、ビタミンＥはかぼちゃとツナ。ビタミンＥは乳脂肪と一緒にとると効率よく栄養が摂取できるので、チーズを使いまし
た。（栄養教諭より）栄養のことをよく勉強して考えられた料理ですね。給食用にマカロニを入れさせてもらいました。

海藻・緑黄色野菜

ぐる煮の「ぐる」とは高知県の方言で、「一緒」「仲間」という意味です。「ぐる煮」は、いろいろな野菜や食材を食べやすいようにサイコロ状に角切りにし、シンプルな味付けで一緒に煮込む料理です。

魚・野菜

肉類・果物

季節の魚（さんま）

乳製品・緑黄色野菜

こまったさんのおうちは小さな花屋さんを営ん

でいます。ある日、真っ白なスーツをきた男性に

1枚の地図を渡され、バラとカーネーションの花

束をこの場所に届けて欲しいと頼まれ・・・ス

トーリーにお料理やレシピがたくさん登場し、主

人公の「こまったさん」がいろいろと困りながら

も料理を作っていくお話です。

りっちゃんは病気になったお母さ

んのために、サラダを作りはじめま

した。そこへ動物たちが次々にあら

われて、サラダ作りのアドバイス。

最後には飛行機でぞうまでがやって

きて、サラダ作りを手伝ってくれま

す。

のねずみの子どもたちとおば

あちゃんが森の中でかくれんぼ

をしていたら、「ろっくん」が

いない！

さがしていると…。実り豊かな

秋の森を味わえる作品です。

「おしゃべりなたまごやき」ある国の、ある王様のおはなし。たった一度の王様の過ちが城中を騒ぎに巻き込んでしまいます。

知らんぷりを決め込んだ王様ですが、晩御飯の折に思いも掛けない出来事に見舞われるのです。その思いも掛けない出来事とは一体何な

のでしょうか。この絵本の題名である「おしゃべりなたまごやき」の意味が最後に描かれることでしょう。

ブックランチとは、図書と給食のコラボレーションで、絵本や物語に出てくる食べ物（料理）を給食の献立に取

り入れ、合わせてその本を紹介する取り組みです。おいしい給食を食べて、楽しい本の世界を思い描くことで子ど

もたちの読書への扉が開かれることを期待しています。二島学校給食共同調理場は小学校と中学校の給食を作って

いることから、図書担当の先生や司書教諭の先生と協力し、幅広くたくさんの本を紹介したいと思います。

｢こまったさんの

ハンバーグ」
「サラダでげんき」 「１４ひきの

あきまつり」


