
だ　よ　り
平成23年2月1日

和泉中学校
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暦の上ではもうすぐ春ですが､まだ寒い日が続きます｡かぜをひ

かぬよう気をつけましょう｡ 2月3日は節分です｡互をまくのは､

昔は豆には怠力があると考えられていて､災厄や邪気を鬼に見立て

て豆の力で追い払うという意味合いがあります｡家族の健康を育っ

て豆まきをしてみませんか｡

(郵転哲晦｡願
豆類にはいろいろな種類があります｡栄養成分の含有量は種類によって違いま

すが､たんば<質､炭水化物､脂質をはじめ､ビタミンB群やビタミン巨､カル

シウム､カリウム､鉄などがバランスよく含まれていて栄養価の高い食品です｡

大王　｢畑の肉｣として､古くから親しまれて

きた大豆は､ ｢たんば<賢｣ ｢炭水化物｣ ｢脂質｣の

三大栄養素がバランスよく含まれているのか特徴

で､食物繊維などほかの栄養成分も多く含まれて

います｡また､サポニン.イソプラボン､レシチ

ンといった注目の成分も含まれています｡豆腐､

納豆､おから､油揚げ､みそ､しょうゆ-｡日本

食でおなじみのこれらの食べ物や調味料は大豆か

ら作られています｡
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3日､節分です｡岩鼻では行事

食として｢恵方まき｣と｢大豆と
じゃこの甘辛提げ｣を作ります｡

大豆とじゃこの甘辛揚げは簡単に

作れ､カルシウムがとれて健康にい

いですC　作ってみませんか｡

(材　料)　(10人分)

[歪冨　　73…

ちりめんじゃこ　30g

揚げ油　　　　　適量

[謡うゆ]…;

(作り方)　①　大豆はもどしてやわ

らかく煮てから水気を切り､澱粉をま

ぶして揚げる｡ ②　じゃこはからりと

揚げる｡③　調味料を合わせて煮立て､

①の大豆と②のじゃこをからませる｡

あず壱　あん､お汁臥和菓子などに使われます｡

体内の余分な塩分の排出を促すカリウムや疲労回復

に役立つビタミンBlを多く含んでいます｡

いんげん王　金時豆､手亡､うずら豆､虎豆な

どの総称｡豆類の中でも食物繊維が最も多いのか特

徴｡ビタミンやミネラルなども多く含まれています｡

卑見◎配萱跡喝歯-姻-色

1 4日はバレンタインなので給食では1 4日にチョコレー

トを使ってフラウニーを作ります｡お子さんと一緒に作って

みてはいかがですかQ

(材　料)　(10人分) (作り方)

バター　　　　60g

さとう　　　　50g

たまご　　1 40g

コーティング

チョコレート100g

[

上新粉　　　　50g

ココア　　　　2.5g

ベーキング

パウダー　　62 g

[警…',Lミ　32…;

mo
①　バターとさとうを混ぜ合わせる｡

②　①にたまごを入れ､よく混ぜる｡

チョコレートを入れ.クリーム状

になるまで混ぜる｡

③　上新粉､ココア.へ●-‡ガ●)I-ウ9'-

を合わせふるいにかける｡ ②に加

え､粉っぽさがなくなるまで混ぜ

合わせる｡

㊥クルミとレーズンを③に加える｡

⑤　オープンシートを敷き､天板に流

し入れて焼く｡

(自安: 180℃　20分位)



平成22年度 2月の献立鞄立和泉中学校
_日 况｢�?｢�献立名 佻��~r�エネルギ- Kcat �+ﾘ/�,翕唯�r�材料 

血や肉や骨になる 僖ﾘ.)|ﾘ,�,�.��体の調子を整える 

1 ���麦ごほん ��ｲ�839 �3B���豚肉とり肉とうふ 兔H咥+YI駮ｲ�ねぎにんじんれんこん 小松菜もやし はすバークじゃがいもの揚げ煮 劔おからみそかつお節 俚ｹ9ﾈ,Vdﾄ�-H/��b�99["�

野菜のおかかえ 劔たまご牛乳 �+h.�*ｨ*(.�爾�

2 ��R�ひじきこはん ��ｲ�841 �3������とり肉ひじき豚肉 兔I¥I{�whﾛｹ9ﾉoｲ�+�/�,�.�*ﾘ+8,(-ﾈ*(.��にんじん'-ほう大根 ししゃものごま天ISrら 劔油揚げLLやもとうふ 儉L ねぎグリンピ-ス 

さつま汁くだもの 劔たまごみそ牛乳 刳｣しLAlたけくだもの 

3 冦��ちゃんこうどん ��ｲ�766 �3����とり肉たまごかまぼこ ��h*H,x/�oｸﾛｹ�噂B�揵I饉(,X/�-X/�+(-ﾂ�切千六根もやしにんじん 恵方まき 劔大豆ちりめんじゃこ 凾ﾍくさいねぎきゅうり 

大豊とじゃこの甘辛揚r1 劔のり油揚げ牛乳 凾ｩんぴょう乾ししいたけ 

4 仞��中華井 ��ｲ�770 �32ﾃ��豚肉いかえび 兔H咥+YI�,X/�-X/��oｲ�にんじんねぎ白菜 暮ワカメスープ 劔かまぼこ茎わかめ 凾ｿんけんさいえの書たけ 

くだもの 劔たまご牛乳~ 刳｣ししいたけ<だもの 

7 仂r�インディアンドック ��ｲ�810 �3�ﾃB�豚肉大豆あさり ���ｨ5(6(7禎�98+h.�*ｨ*(.��にんじんたまねぎ クラムチャウダー 劔ベーコンチーズ ���7�98揵I饉)'"�一■.. マッシュル-ムにんにく 

ホウイトポンチ 劔生クリーム等天牛乳 禎Iuｲﾘﾛｹ9ﾂ�みかん缶パイン缶 

8 ���わかめこはん さばのレモン焼き のつペい汁くだもの ��ｲ�769 �3�ﾃ��∫ さばとうふわかめ 牛乳 兔H咥+YI駮ｲ�z(��,X/�･3ｸ/�+(-ﾂ�6�5��ｸ+�/�,�.�*ﾒ�にんじん小松菜ねぎ′ 大根えの書たけくだもの 

9 ��R�要こはん ��ｲ�901 �3����豚肉大豆とうふ 兔H咥+YI顫ﾉI饉)oｲ�にんじんピーマンもやし きんぴらコロッケ 劔たまごわかめ �7�99[(+h.�*ｨ*(.��ごぼうたまねぎねぎ 

かきr=ま汁野菜のカレーソテー 劔ベーコン牛乳 �7ﾘ6(5h8X7ﾈ6X6r�もやしキャベツ 

10 冦��コーンピラフ 洋風卵焼き ポトフ ���862 �3"�2�とり肉たまご豚肉 ウインナーソ-セ-ジ牛乳 兔I¥I{�I駮ｸ7�5��ｲ�+h.�*ｨ*(.�+�/�,�.�*ﾒ�キャベツセロリ-コーン たまねぎマッシュル-ム にんじんさやいんげん 

14 仂r�エビクリームライス ��ｲ�931 �#rﾃ��とり肉えびあさり たまご牛乳 兔I¥I{�I駮ｸ6�5��ｲ�にんじんたまねぎごぼう ごぼうサラタ 劔傅ﾉI饉(,X/�-X/��ピーマンキャベツ 

フラウニー 劔栃.�-ﾘ+(-ﾈﾛｹ9ﾂ�コ-ンきゅうり 

15 ���みそラ-メン 味付けうずら卵 芋ケンピ ��ｲ�791 �#ゅb�豚肉みそうずら卵 �(h揶+ｸ,駮ｸ+(-ﾂ�にんじんたまねぎねぎ 
牛乳 �*ｸ,(ｧh*(.��X*�-�ｹ9ﾂ�もやし小松菜木耳 

16 ��R�切り干しこはん ホ手のごまだれかけ 五色煮くだもの ��ｲ�825 �3R繧�油揚げホ手焼きちくわ ちりめんじゃこ牛乳 兔I¥I{�I顫ﾉI饉)oｲ�ﾆﾂﾘ-ﾈ+8,h*H,X/�-X/��切干大横ごぼうタケノコ にんじんさやいんげん 粧ししいたけくだもの 

17 冦��セルフオムライス 野菜のスープ煮 くだもの ��ｲ�840 �3"絣�とり肉たまご豚肉 白ちくわ牛乳 兔I¥I{�I�+h.�*ｨ*(.��oｸ6�5��ｲ�にんじんさやいんげん キャベツたまねぎ マッシュルームくだもの 

18 仞��麦こはん さんまのかば焼き 飛鳥汁妙め野沢菜 �����8SO �3����さんまとり肉油揚r1 みそ牛乳 兔H咥+YI駮ｸ+h.�*ｨ*(.��,X/�-X/�揵I饉(ﾛｹ9ﾂ�にんじん小松菜大根 野沢菜沸けキャベツ たまねぎ 

21 仂r�かつ井 ��ｲ�904 �3b���豚肉たまごみそ 兔I¥I{�I鞆ｹ9ﾉoｲ�たまねぎⅦ干大根 大根としめじのみそ汁 劔油揚げワカメ 傅ﾉI饉"�99["�大根しめじ六根葉 

白菜のおひたし 劔かつお節牛乳 �+h.�*ｨ*(.��にんじん白辛みつば 

22 ���フィッシュフライサンド ��ｲ�819 �3R絣�ホ手たまご豚肉 亊ｲ�98揵I饉(7�99["�oｸ+h.�*ｨ*(.�7�5��ｲ�にんじんたまねぎ ポークピーンス 劔白いんけん赤いんけん 刄Lャベツセロリ- 

くだもの 劔大豆生クリーム牛乳 凾ｭだものにんにく 

23 ��R�四川重罪ライス ウンタンスープキャロットゼリー 切千ときゅうりのごま酢あえ ��ｲ�870 �3"縒�豚肉とうふゼラチン 等天牛乳 兔H咥+YI駮ｸﾛｹ9ﾂ�8�985�98,ﾉNx+(-ﾂ�切手大根にんじん小松菜 ピーマンタケノコ もやしねぎしょうが 

24 ���要ごほん ��ｲ�815 �3"繧�さこし油揚r1みそ かつお節牛乳 兔I¥I{�旗咥+YI鞆ｹ9ﾂ�にんじんさやえんどう さこしの要みそ墳き野菜の煮物 劔�+�/�,�.�*ﾘ+h.�*ｨ*(.��たまねぎきゅうり 

きゅうりの土佐じようゆ 劔冩ｸ+(-ﾂ�タケノコ乾ししいr=け 

25 仞��キムチチャーハン ��ｲ�842 �3�纈�豚肉とうふたまご ひじき牛乳 兔I¥I{�I�,X/�･7(/��にんじんピーマンにら 沸けギョウザ 劔�4ﾘ8x4X5X,ﾉNyoｸ+(-ﾂ�キャベツねぎキムチ 

ひじきスープ 劔傲H*ｸ-8揵I陜R�ほうれんそう 

28 仂r�麦こはん ��ｲ�835 �#偵R�いわし豚肉牛乳 兔H咥+YI駮ｸ揵I饉"�にんじんさやいんげん いわしの揚げひたし 劔�+h.�*ｨ*(.�,X/�-X/��小松菜たまねぎもやし 

肉じゃが野菜のごまあえ 劔�+8,h*H+(-ﾂ�キャベツLJ:うが 

*食材料帝人等の都合により献立を変更することがあります｡

☆2年生は1日から4日まで移動教室のため給食はありません｡

☆3年生は1 0日私立一般入試のため給食はありません｡

☆3年生は23日都立一次学力検査のため給食はありません｡

拭食食

23El給食試食会があります｡

たくさんの方の参加をお待ちし

ています｡


