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和泉中学校

厳しい寒さが続いていますが体調など崩されていませんか?健康に毎日を過ごすためにも､
正しい食習慣､運動習境を身につけてください｡

莞雷行慧聖はん個の揚げ凱　　　㌔
節分　(2/3)　　　　　　　　　　　　　　　　〕〉qJo　)　ー

節分とは､文字通り『季節を分ける日』立春･立夏･立秋･立冬の前E)をさし
には立寄の前日をさすことが多いです｡節分の行事として､ ｢鬼は外!福は内l ｣という掛け声

をともに豆まきをしたり､自分の年の教だけ豆を食べたり､鬼の嫌いな醍(いわし)の頭を柊

(ひいらぎ)に刺して門や戸口に立てます｡また､ここ数年でブームになっているのか､ 『恵方

巻き』です｡もともと大阪で行われていた風雪が､全国チェーンのコンビニやスーパーを中心

に広まっていったようです. 『恵方巻き』の食べ方は､節分の夜､その年の悪方(2012年の

恵方は北北西)向かって､願い事を思い浮かべながら､無言で太巻き寿司を丸かじりする習わ

しだそうです｡

14日(火)エクレアパン
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うゆなどさまざま塔加=食品として利用されてきました｡
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20.22月献立幕閣亀和泉中軸 
日 僖ｩ?｢�献立名 从ﾙ?ｲ�zEf-- �-ﾈ齡ｦﾂ���材料 血や鍬=なるもの!鼓やかこなるもの!如gr子を支えるもの く赤色)(発色)(漁色) 

1 ��R�さつまいも二はんりんご ���764 �#ゅr�ホキ舶け牛乳 ば好) 僮�+8,(-ﾈ*(.��人参さやいんげん ホキのごまだれかけ 劔班H�ｸｸ,X/�-X/��ﾂﾔ�� 

五色煮 劔(さ �+X/�,�.(*ﾙjﾔｨ�ｸ-ﾂ�+tﾄｨ+(-ﾈ5H8�5闔ｩ���椎茸りんご 
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ひじきスープ 劔牛乳(さば滞) 刄q.-TJ 
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白滝の有馬意いそ和え 劔(さばJE) �5H8�5�b�しぼう たH.o)こ太一ルコーン由 

6 佇��かつ井 ���910 �3b絣�もも内■JL+汁 兔II顫ﾉ�R�大塊の兼人手 玉兼切干大損 租しめL=白兵 大韻としめじのみそ汁 劔みそかつお古 かめ牛乳 �6饂8蓼孰恵�

白菜のお浸し 劔(さは丘.書手Lー �,X/�-X/�5H8�5駮ｲ�

7 ��� ���817 �32繧� 白�人参小触ごぼう 

親しぼっヒフフキウイフルーツ メルル-サの変りソース 劔挽き肉あさL)水声 BPメルルーサJ(-E′ �6y�X,X/�-X/��+h.�*ｨ*(.�､湯ﾒ�マyシユルーム缶 ク1J-A.-ス玉載 JErv}EセJ)1.ー 

じゃがいもとベーコンのスープ 劔楓(斗書) �8�4��jﾔﾂ�+(-ﾂ�

8 ����カレー南蛮みかん ���797 �#r紕�卵内■ �*H,x/�,X/�-X/��人●Jヽ鯉 JtリJ{リサラダ 劔ささかまぼこ罪 俚ｹ9ﾈ+8ｪｨ*ｸ,ﾉNr�:ﾘ+8,(-ﾈ*(.��も叶やこtT tやL中山 

さつまいも入り蒸しバン 劔牛乳くさrfオ) �*H5���(+(-ﾈｼ��さJbうり王書みかん 

9 冕"�麦こはん野菜のおかか和え ��ｲ�8由 �32縒�挽き内地寺内 兔II茱�69Z��人参小松菜 はすバーグ 劔お力ヽらみそ gFIかつお廿牛乳 俚ｹ&�,X/�-X/��最遠れんこん 

フレンチポテト 劔【さば廿ー �+h.�*ｨ*(.�5H8�5駮ｲ�もやし 

10 仞��中華井 ��ｲ�881 �3r紕�いかなさえtf 佻ｸ,X/�-X/��人中チンケb薬 茎わかめスープ 劔かまJZこうす引■1内 ILbオ● �5H8�5�(ｼ��たけのこ長盆自重 雌えのき茸 

乳ない豆済 劔(卓EZn �+(-ﾈｼ��;. 

13 佇��麦こはんこんにやくのおかか意 ���900 �3�綯�せき内界五井 僮�+h.�*ｨ*(.��人手小牧集玉鼓 をたけのこ カレーコロッケ 劔みそヰもも肉 かつお丘わかめ 兒8+�/�,�.�*ﾒ�

豆腐とわかめのみそ汁 劔ヰ方_(者干しー 蔦Bﾘ5H8�5�&Fﾂ�

14 ���エクレアパン 宙�ﾒ�834 �#偵R�赤いんけん王 ��+ー仰tせrqH=J1-(, チリコン力ン 劔原市内J(-コン �h訷ﾜHﾛｹ9ﾂ�+エ■▼1シ1ー▲● 

春雨のレモン酢かけ 劔牛乳(集甘) ����(6r�

15 ��R�ひじきごはんりんご ��ｲ�840 �#偵b�肉池沸け粛 内五井みそ 白�,(*ｸ+�/�,筈2ﾈ*ﾘﾛｸｬ2��)&駛ﾔﾇﾘ+(-ﾂ�手織クサ*--ス ししゃものしま天ぷJP さつま汁 劔ひじ善ししゃも r一▲L 凵[ぼう大我長輩 りん._- 

16 冕"�チキンライスキウイフルーツ ���833 �3�紕�鶏肉卵卵内 暢���人中マyシユbpム魯 チーズオムレツ 劔 �+h.�*ｨ*(.��王者ク1>*1-又 

ポトフ 劔楓(拝せ) ��ｸ/�,�.(*ﾒ�5B�5Hﾅ��切少キーへツ ■I.j 

17 仞��慕.=はん【同産食材の日】 ��ｲ�898 �3"紕�さんま鶏肉 兔II顫ﾉI饉"�人事小牧薬玉載 浪キ㌣ヽ～}もやし さんまの素焼き 劔漉点けみそ �,X/�-X/�ﾛｶvb�

飛鳥汁野菜の幸子和え 劔牛乳(さば帯) ��

20 佇��スパゲティミートソース 宙�ﾒ�893 �32縒�挽き肉大豆伊 蔦�x6X4(ﾛｸ�"�+8,(-ﾈ*(.�5H8�5�ｲ�+脚TtPk:'ユ+ ヒl= じゃこサラダ スイートポテト 劔列-ム牛乳 亦定+(-ﾂ褪籐X�6Eﾒ�ﾔ�ﾒ�んく生井 王女マ7ね1.▲缶 b専bうり 
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じゃがいものピリ辛煮 劔貞�-ﾉoｹjﾔﾂ�+(-ﾂ�ｶ駐ﾒ｢�長者もやし車中ヽbJ 
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27 佇��んT 窒��817 �3�紕� �� 

かナチャーハン 中華スープ 劔JW内自廿書 由宝A牛乳 兔II�,X/�-X/���畑5H8�5�r�+卓やいんJTん小扱♯ J=JL'E{生■岬 たけのこ大8王女Jtk みかん 

みかん 劔(斗書) �+(-ﾉoｲ�

28 ��� ��ｲ�860 �3B綯�いか■白いんけんエ 滅蹈ｨ揵I饉"�人中恥-レ キ｣ーへヽにんにく ポークピーンズ 劔LJLIrTん王:たE 生れ▲牛丸 兒8+dｦRﾈ*ｨ*(.��ツー一 生垂七秒玉載 

キウイフルーツ 劔CItJ �8�5�?�ﾇC辻� 

29 ��R�きつねこはん 伊のレモン焼き ��ｲ�834 �3R���内泊地けさば �8ﾈﾛｹG�.i)r�+�/�,�.�*ﾘ��5B�8�5窕���蓼自?�W2ﾅ���人串小牧兵レモン 

のつぺい汁 劔~牛乳(さば並) 米 剔蜍ｫえのき茸長薮 .I:Jr.. 


