
給食紹介 平成３０年５月７日（月） 

☆☆よくかんで食べよう☆☆  安中市立第一中学校 

コッペパン・ﾁｮｺﾌﾞﾗｯｸ&ﾎﾜｲﾄ  牛乳 

ポークビーンズ 

イタリアンサラダ 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

今日は『☆☆よくかんで食べよう☆☆』です。 

 

今日は、大豆たっぷり、栄養満点“ポークビーンズ”です。 

豆・大豆製品は、食物性たんぱく質が豊富で、食物繊維も多く、しかもよ

くかんで食べるので、歯の健康や脳を活発に働かせてくれる。とってもヘル

シーは食品です。 

今日は『ポークビーンズ』に大豆がたっぷり入っています。 

乾燥の大豆を洗ってから、水に浸しておいて、何回か煮こぼしてから、他の

食材と一緒に調理して仕上げます。 

 トマト味のおいしいポークビーンズができました。しっかり大豆も食べて、

元気に過ごしましょう。 

『ポークビーンズ』も『イタリアンサラダ』もよくかんで食べましょう 

   ～給食では、みなさんの健康を応援しています。～ 

よくかんで食べよう！！ 

コッペパン 

ﾁｮｺ 



給食紹介 平成３０年５月８日（火） 

☆☆和食メニュー☆☆  安中市立第一中学校 

わかめごはん  牛乳 

ひじき厚焼き卵  ごまマヨネーズあえ 

さといものそぼろ煮 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今日は『 ☆☆ 和食＆栄養満点メニュー ☆☆』です。 

今日は『うまみ』についておはなしします。  

1984 年 10 月にハワイのカウアイ島で「国際 UMAMI シンポジウム」という学会が

開かれ、10 カ国の科学者による討論が行われました。『UMAMI』は“うま味”つまり

“だし”の味のことで、この言葉も味自体もこの学会でやっと世界に“認知”される

ことになりました。日本人にとって親しいこの味（うまみ）を 1908 年、日本人科学

者が、日本古来の“だし”素材であるこんぶのうま味成分“グルタミン酸ナトリウム”

であることを発見しました。 

 日本人にとっては、昔から大切な味である“だし”のとり方は、料理の味を左右す

るとても重要なものでした。こんぶから“グルタミン酸”、かつおぶしから“イノシン

酸”、干ししいたけから“グアニル酸”など“うま味”成分が解明されてきました。 

給食でもかつおぶし、こんぶ、にぼし、干ししいたけなどから おいしい“だし”を

じっくりとって料理をつくっています。 

今日の『さといものそぼろ煮』は、かつお厚けずり と こんぶから“だし”をとり、

とっておいしく調理しました。 本物の味を味わってください。 

今日も調理員さんの愛情いっぱいの給食ができました。味わって食べましょう。 

卵焼きにななめ半分に切って、

くるっとまわして切り口を合わせ

ると 

『ハートの卵焼き』のできあがり 

みなさんも試してみては・・・ 

渡邉家では、よくやります。 

 



給食紹介 平成３０年５月９日（水） 

☆☆ やる気 UP↑メニュー  ☆☆ 安中市立第一中学校 

マーラーカオ  牛乳 

しょうゆラーメン 

はるさめサラダ  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

今日は『 ☆☆ やる気 UP↑メニュー ☆☆』です。 

今日は、気温は少し低くいですが、ムシムシしてなんとなく気だるいようなす

っきりしない天気です。ガンガンに暑いという日でなくても、涼しい日でも熱中

症はおこります。しっかり食事をしたり、こまめに水分も補給しましょう。 

はっきりしない天気ですが、みなさんがしっかり食べて元気にがんばれるよう

『やる気 UP↑メニュー』 にしました 

たくさん頑張るためにはなんといっても“エネルギー補給”することです。 

“脳”の栄養＆“やる気・集中力・持久力”をあげるには、はなんといっても

エネルギー源となる“ぶどう糖”が必要です。“ぶどう糖”は、炭水化物の多い食

品から摂取できます。ですから、主食である、ごはん・パン・麺・じゃがいもな

どの芋類を食べるとよいです。 今日の給食では、麺（ラーメン）をしっかり食

べる献立にしました。おまけに『マーラーカオ』もつけました。 

“麺＋マーラーカオ”で、エネルギー補給してやる気 UP↑ 

～給食では、みなさんの健康を応援しています。～ 

 

今日はみなさんが大好き

な『ラーメン』です。とって

もおいしいです。麺とスープ

をからめて上手に食べてく

ださい。 

毎日“牛乳”を飲もう！！  



給食紹介 平成３０年５月１０日（木） 

☆☆人気メニュー☆☆  安中市立第一中学校 

麦ごはん 牛乳  

カルビスープ 

ナムル 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

“カルビスープ”は・・・ 

そのまま“カルビスープ”でも 

ごはんを入れて“カルビクッパ”

でどうぞ・・・ 

感謝していただきましょう。 

～おいしいですよ～ 

 

今日は『 ☆☆ 人気メニュー☆☆』です。 

今日は、みなさん大好きな『カルビスープ』です。 

そのまま『カルビスープ』で食べてもおいしいです。ごはんを入れて『カルビク

ッパ』でもおいしく食べられます。辛いのが苦手な人は、ごはんを入れてると

辛さがまろやかになります。『カルビクッパ』でどうぞ・・・ 

お好みでおいしく食べてください。 

『カルビスープ』は少し辛いですが、この辛さのもととなる“とうがらし”に含

まれる“カプサイシン”効果で、“食欲増進”“新陳代謝”が良くなります。

からだの代謝があがり、やる気 UP↑して元気に過ごしましょう。 

とってもおいしくできあがりました。 

ごはんを入れて、『カルビクッパ』でどうぞ・・・ 

味わって食べてくださいね。地元の安全で美味しい食材が使えることに感謝

していただきましょう。 

 

～しっかり食べて心も体も元気↑↑寒い冬を元気に過ごしましょう。～ 

 



給食紹介平成３０年５月１０日（水） 

☆☆大人気メニュー☆☆   安中市立第一中学校 

カルビスープ（クッパ）                  

                                      
☆給食大人気メニュー 紹介☆ 

『カルビスープ（クッパ）』   ☆是非ご家庭でも作ってくださいね☆ 

《分量》     ５人分      《作り方》                      

・牛もも    １５０ ｇ            ① 牛肉は、厚めのせん切りにし、酒をふり、 

・酒      小さじ １         ごま油とあえて下味をつけておく。 

・ごま油    小さじ １         厚けずり・昆布でそれぞれだし汁をとる。 

・白菜キムチ   ６０ ｇ        ② ねぎは斜め切り、にんじんは短冊切り、 

・大根      ５０ ｇ         にらは３ｃｍくらいに切る。 

・にんじん    ５０ ｇ         生姜・にんにくはおろしておく。 

・ねぎ      ５０ ｇ         干ししいたけはよく洗い戻しておく。 

・にら      ５０ ｇ        ③ 卵は殻を割り冷蔵庫へ入れておく。  

・根生姜     小さじ１        ④ 鍋を火にかけ、油で牛肉・にんにく・生姜 

・にんにく    １かけ           を炒め、トウバンジャン・コチュジャン 

・卵        ２ 個          白菜キムチを炒める。 

・厚けずり     ５ ｇ        ⑤ 水を加え、にんじん・大根を入れ煮て 

・昆布      １．５ｇ          調味料・にら・ねぎを加え調味する。 

・チキンブイヨン 小さじ１          溶き卵を流し入れ、ごま油をまわし入れ 

・トウバンジャン  ５ ｇ          仕上げる。 

・コチュジャン  ２０ ｇ         

（赤みそ）                 

・酒        ５ ｇ     

・砂糖      １０ ｇ         

・しょうゆ    ３０ ｇ 

・みりん      ５ ｇ  

・ごま油      ５ ｇ 

・水      ７５０ CC 

＊結構辛いので、辛いのが苦手な方は、 

コチュジャン(テンメンジャン)を赤味噌で作って

みてください。 

～お好みの辛さでお楽しみください～ 

ごはんをいれれば 

カルビクッパ・・・に 

お楽しみください 

 



給食紹介 平成３０年５月１１日（金） 

☆ｽﾀﾐﾅ UP↑&遠足応援メニュー☆☆ 安中市立第一中学校 

麦ごはん  ふりかけ  牛乳 

レバーのからあげ  おかかあえ 

とおあし汁  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今日は『 ☆☆ スタミナ UP↑＆遠足応援メニュー ☆☆』です。 

今日は『スタミナたっぷり遠足マラソン応援メニューです』 

今週末は、『安政遠足・侍マラソン』があります。全国市内からもたくさんの方が参加すると

思います。安中市をアピールできる給食メニューとして、安中市内学校栄養士で考案した『とお

あし汁』にしました。 “とうなす（かぼちゃ）・おくら・あぶらあげ・しいたけ”の頭文字 と･ 

お･あ･し をかけて“とおあし汁”とネーミングしました。この他にも、安中市内産や群馬県

内産食材を使用して作ります。ぐんまのおいしさがギュッとつまった一品です。是非、味わっ

て食べてください。残念ながら、今日の『とおあし汁』には“オクラ”は使用できませんでし

た。 ～みなさんに親しんでいただけると嬉しいです。～ 

暑さに負けずスタミナ UP するために“豚レーバーのから揚げ”にしました。 

食欲増進してくれる“カレー味のタレ”を給食室で作って、レバーの唐揚げにかけました。ほ

んのりカレー味がしてとってもおいしいですよ。とってもバランスのよい献立です。しっかり食

べて、エネルギー補給＆スタミナ UP↑！！週末の試合や大会、遠足･侍マラソンなど実力発揮

してください。みなさんの実力が十分発揮できるよう給食からも応援しています。(渡邉) 

～安全な食材を栽培してくださる生産者の方々、おいしい給食をつくってくれる調理員さんに

感謝していただきましょう。 

 

 

 

“安中をアピールする給食を・・・”と 

安中市学校栄養士会で考案した愛情たっぷり”安中

メニュー”です。 全国的にも有名な“安政の遠足”

と 安中市内で生産されている食材の “とうなす（か

ぼちゃ）・おくら・あぶらあげ・しいたけ”の頭文字 

と･ お･あ･し をかけて“とおあし汁”とネーミング

しました。この他にも、安中市内産や群馬県内産食材

を使用して作ります。ぐんまのおいしさがｷﾞｭﾂと詰ま

った一品。是非、味わって食べてください。 

～親しんでいただけると嬉しいです。～ 

  



☆  学校給食 レシピ紹介 ☆  

☆☆とおあし汁☆☆    安中市学校栄養士会 
   

 

 

 

 

 

 

☆メニュー 紹介☆ 

【材料】                        【作り方】          

☆是非ご家庭でも作ってくださいね☆ 

 

 使用食材 ４人分 
  

① 野菜を食べやすい大きさに切る。 

  なすはアクをぬくため水につける。 

  だしを取る。 

②  オクラは塩ゆで後、小口切りにす

る。 

油揚げは短冊切り後、湯通しし油をぬく。 

③ 鍋にごま油を熱し、なすを炒めて一度取

り出す。 

④ だし汁を加え、とおなす（かぼちゃ）、

しいたけ、油揚げ、ねぎを順に加える。 

⑤ みそを加え、最後に③の炒めておいたな

すとオクラを加え、できあがり！！ 

とおなす（かぼちゃ） 

おくら 

あぶらあげ 

しいたけ（スライス） 

なす 

ごま油 

根深ねぎ 

厚けずり（かつお） 

だしこんぶ 

十石みそ（赤みそ） 

水 

 

80 ｇ 

2～3 本

 １ 枚 

1～2 枚 

1～2 本 

小さじ 2 

20 ｇ 

５ ｇ 

1.５ ｇ 

32 ｇ 

 500 g 

 

“安中をアピールする給食を・・・”と 

安中市学校栄養士会で考案した愛情たっぷ

り”安中メニュー”です。 全国的にも有名

な“安政の遠足”と 安中市内で生産されて

いる食材の “とうなす（かぼちゃ）・おくら・

あぶらあげ・しいたけ”の頭文字 と･ お･あ･

し をかけて“とおあし汁”とネーミングし

ました。この他にも、安中市内産や群馬県内

産食材を使用して作ります。ぐんまのおいし

さがギュッとつまった一品です。是非、味わ

って食べてください。 

 ～みなさんに親しんでいただけると嬉しい

です。～ 

 


