
エネルギー

主に体の組織をつくる 主にエネルギーになる 主に体の調子を整える たんぱく質

白身磯の香天ぷら 昆布 きぬさや わかめ 豆腐 米 砂糖 油 ごま 人参 ごぼう えのきたけ 804

菜の花和え 卵そぼろ だしこんぶ ひなあられ 乾しいたけ キャベツ なばな 26.4

すまし汁 ひなあられ 牛乳 白身磯の香天ぷら コーン ねぎ

春雨スープ 牛乳 中華風つくね ツナ 救給カレー 春雨 ごま油 油 たまねぎ 人参 キャベツ 814

ツナサラダ フルーツムース チンゲンサイ 乾しいたけ 18.2

フルーツムース 大根 コーン

鶏の唐揚げ 小豆 牛乳 わかめ 豆腐 米 もち米 でんぷん ごま にんにく 大根 えのきたけ 916

紅白なます わかめスープ 鶏肉 焼き竹輪 ごま油 小麦粉 油 砂糖 人参 ねぎ 32.7

お祝いｹｰｷ（３年のみ） ケーキ

鮭のハーブ焼き 牛乳 鮭 チキンハム 米 麦 大根 きゅうり しめじ パセリ 772

シーザーサラダ ベーコン コーン キャベツ たまねぎ 32.6

オニオンスープ 人参

ちくわの磯辺揚げ 牛乳 焼き竹輪 青のり 昆布 米 麦 油 さつまいも 砂糖 人参 大根 ごぼう しょうが 821

五目煮豆 大豆 油揚げ 鶏肉 小麦粉 でんぷん 乾しいたけ ねぎ 29.7

さつま汁 こんにゃく

8 金

9 土

11 月

豆腐入り松風焼き 牛乳 鶏肉 豆腐 ベーコン 米 麦 砂糖 マカロニ 油 たまねぎ にんにく パセリ 837

小松菜のソテー 鶏卵 大豆 白いんげん豆 パン粉 ごま こまつな コーン ねぎ 人参 34.4

ミネストローネ もやし キャベツ トマト

フレンチサラダ 豚肉 牛乳 鶏肉 大豆 米 麦 油 じゃがいも 砂糖 たまねぎ 人参 大根 にんにく 809

福神漬け しょうが キャベツ 24.2

ポトフ きな粉 牛乳 鶏肉 砂糖 油 じゃがいも にんにく たまねぎ キャベツ 770

野菜ソテー ウインナー コッペパン 人参 ブロッコリー コーン 30.0

ほうれん草 こまつな もやし

白菜と肉団子のｽｰﾌﾟ ベーコン 牛乳 鶏肉 鶏卵 米 ごま油 さつまいも 油 キャベツ たまねぎ コーン 757

いりことさつまいもの 豚ひき肉 かえりいりこ でんぷん 黒砂糖 人参 ねぎ しょうが 白菜 26.0

かりんとう チンゲンサイ 乾しいたけ

ポークソテー 牛乳 豚肉 ベーコン 鶏卵 米 麦 砂糖 でんぷん たまねぎ りんご きくらげ 811

春キャベツのレモンあえ しょうが にんにく キャベツ 31.5

卵スープ 人参 レモン チンゲンサイ

うまかコロッケ 鶏肉 大豆 ひじき 油揚げ 米 砂糖 油 しらたき 人参 きゅうり えのきたけ 748

昆布和え 牛乳 昆布 わかめ うまかコロッケ 乾しいたけ キャベツ ねぎ 28.3

つみれ汁 ふんわりじゃこ団子

手作りｼﾞｬﾝﾎﾞｼｭｳﾏｲ 牛乳 たら 豚肉 豚ひき肉 米 麦 砂糖 でんぷん 油 ねぎ コーン キャベツ 人参 821

ボイル野菜 枝豆 厚揚げ 春雨 小麦粉 ごま油 もやし たまねぎ しょうが 30.7

マーボー春雨 しゅうまいの皮 乾しいたけ にんにく

ニョッキのクリームスープ 豚ひき肉 牛ひき肉 牛乳 米 油 ポテトニョッキ たまねぎ 人参 きゅうり 生姜 978

甘夏サラダ 大豆 ベーコン ケーキ ピーマン コーン にんにく 30.5

進級お祝いケーキ パセリ キャベツ 甘夏みかん

献立は都合により変更になる場合がございますが、ご了承ください。

22 金 ドライカレー

　今日は今年度最後の給食です。１年間の食生活を振り
返ってみましょう。食事のマナーを守って給食を食べる
ことができましたか？ 感謝の気持ちを込めて、食事のあ
いさつが言えましたか？ 来年度の給食も、楽しみにして
おいてください。

19 火 ひじきごはん
　今日は、ふるさとくまさんデーの献立です。今日は、
今が旬のひじきを使った献立です。ひじきは鉄分やミネ
ラルが豊富な食べ物です。

20 水 麦ごはん
　手作りジャンボシュウマイは、魚のすりみや豚肉、ね
ぎ、コーン、枝豆が入っています。一つ一つ、心を込め
て丁寧に作りました。

15 金 野菜チャーハン
　今日は、手作り肉団子のスープです。肉団子には、肉
の臭みをとるために、しょうがを入れています。お味は
いかがでしょうか。

18 月 麦ごはん

　卵には、色々な大きさのものがあります。どうして大
きさが違うのか知っていますか？ これは、にわとりの成
長の違いによるそうです。若いにわとりが産む卵は小さ
く、成長するごとにサイズが大きくなるそうです。

13 水 ポークカレー

　カレーの本場はインドです。日本のカレーはインドの
カレーよりも煮込んであって、どろりとしています。イ
ンドでは、約３０種類の香辛料を自分の家で細かく刻
み、すりつぶして手軽に使えるよう工夫してカレー粉を
作るそうです。

14 木 きな粉揚げパン
　きな粉は大豆を炒って粉状にしたものです。きな粉揚
げパンは、給食で人気のメニューです。給食室で１つ１
つ油で揚げて、きな粉と砂糖をまぶして作っています。

卒業式

振替休業日

12 火 麦ごはん

　ミネストローネとはイタリア語で「具だくさんのスー
プ」という意味で、その名のとおり栄養満点です。主に
トマトが使われていますが、イタリアでは、使う野菜も
季節や地方によって様々なのだそうです。

7 木 麦ごはん

　五目とは、色々なものを混ぜ合わせた料理につける名
前で、”五”というのは「多い」という意味です。具が
たくさん入ることで素材の味がかみ合っていい味が出ま
す。栄養のバランスもよくなります。

卒業式準備のため、給食はありません。（弁当）

5 火 赤飯
　今日は、中学３年生のみなさんにとっては最後の給食
です。食べることは生きること。これからも、食を大切
にして、健康に過ごしていってくださいね！

6 水 麦ごはん
　牛乳には、カルシウムが多くふくまれるだけでなく、
病気の菌から体を守ってくれたり、イライラをしずめた
りする働きがあります。

1 金 ちらし寿司

　３月３日はひなまつりです。ひなまつりは、女の子の
健やかな成長をお祝いする日です。ちょうど桃の花が咲
く季節なので、桃の節句とも呼ばれています。桃は、悪
いものをとり払うと言われています。

4 月 救給カレー

　救給カレーは自然災害時や緊急で給食室が使用できな
い場合などの為に学校に備えてあります。ごはんも入っ
ていて、温めずにそのまま食べることが出来ます。非常
食の体験を通して防災・安全の意識を高めましょう。

　　　　　　　３月給食予定献立表　　　　　　　

日 曜 主食 牛乳 おかず
材料

ひとくちメモ

１９日は食育の日
ふるさとくまさん（熊産）デーです。

熊本県の特産物を使った献立を紹介していきます。

ひじきごはん 牛乳 うまかコロッケ 昆布和え つみれ汁

給食に臨む姿勢を

省みよう
３月１日はひなまつりの

行事食です。

菜の花 キャベツ じゃがいも

パセリ ひじき わかめ

八代市立鏡中学校
平成３０年度

完璧コースが１３％

お手伝いコースが３９％

１品コースが１９％

つめるだけコースが１６％
次回頑張るが１３％
でした。

全体の７１％の人が

１品以上作るのにチャレンジした

ようです。

完璧コースが１１％

お手伝いコースが３３％

１品コースが１９％

つめるだけコースが１６％
次回頑張るが２１％
でした。

クラス別では、

１年１組の９４％の人が１品以上

作るのにチャレンジしたようです。

今年度は、１１月に２回のお弁当の日を実施しました。保護者の皆様には、ご協力いただき大変ありがとう
ございました。取り組み状況をのせています。早起きして完璧コースで取り組んだ人、残念ながら作ることが
出来なかった人、様々だったようです。
お弁当の日の実施後、みなさんに感想を書いてもらいました。紹介したいものがたくさんありましたが、一
部をのせています。いつも料理を作ってくださるお家の方への感謝の気持ちを持つことが出来た人も多かった
ようです。その気持ちを忘れずにこれからも過ごして欲しいと思います。

みなさんは、将来一人暮らしをしたり、家庭をもって家族を養っていくことと思います。その時に、料理を
する力が身についていなければ、自分の健康、家族の健康を守ることが出来ませんね。中学生である今のうち
から少しずつ料理をする力を身につけていきましょう。お弁当の日は毎年ありますのでレベルアップを目指し、
頑張って取り組みましょう。

お弁当の日の全体の取り組み状況（コース別）

■完璧

■手伝い
■１品

■つめるだけ

■次回頑張る

■完璧

■手伝い

■１品

■つめるだけ

■次回頑張る

～ お弁当の日の感想 ～

今年度も残りわずかとなりました。一年間、学校給食を食べて元気に学校生活
を送ることができましたか？ ３月は、これまで学校生活や食について学んだことを
振り返り、進級・進学に向けて自分の食生活を整える準備期間にしましょう。

• いつもは母が作っているメニューを、自分で作ってみて母の大変さがわかりました。おいしくできたので朝から頑
張って作ってよかったです。

• 料理は得意ではないけれど、高校生になったときのために自分で栄養のことも考えて作れるようにしたいです。
• 朝早く起きて弁当を作ってから学校に行くのはとても気持ち良かったです。
• 朝早くから眠たい中お弁当を作るのはとても大変でした。母は毎日、兄のために作っていてすごいと思います。休
みの日には私にも作ってくれているのでとても感謝しています。

• おかずを作ることも難しかったけれど詰めるのにも苦労しました。すきまがないように詰めたつもりだったけれど、弁

当を開けてみると傾いてすきまができていました。次回は詰め方も気をつけたいです。
• 前回も今回もお手伝いコースだったので少し悔しいですが、いろいろなおかずを母と一緒に作って、作り方もだいた
いわかってきました。とてもおいしくできたのでよかったです。

• ２回続けて完璧コースにチャレンジしたので次も頑張りたいです。いつも定番のメニューになっているので、次は違
うメニューにもチャレンジしたいです。

• ３年生最後の自分で作る弁当で、自分で考えた料理も作って、彩りもよく作ることができました。３年間、自分で作っ

たのでその経験が将来につながるといいです。


