
スポーツをするためには体が大切です。その体を作るためには

食事が大切です。基本的な食事をしっかり食べて、さらに筋肉の

補修に必要なたんぱく質や発汗等により失われやすい鉄分など 

を取り入れることで、より 

良いパフォーマンスにつな 

がっていきます。 

【材料】（４人分）

　煮干し 10g 大根 60g

　かつお節 10g まいたけ 40g

　鶏もも肉 40g 糸こんにゃく 40g

　しょうゆ 小さじ1弱 ねぎ 40g

　料理酒 小さじ1弱 せんべい 60g

　ごぼう 40g ※せんべいは汁物専用のもの

　にんじん 20g しょうゆ 大さじ1弱

みりん 小さじ1

【作り方】

　①　煮干しとかつお節でだしをとる。

　②　鶏肉は食べやすい大きさに切り、 で下味をつける。

　③　ごぼうはささがき、にんじんと大根はいちょう切り、

　　まいたけはほぐす、ねぎはななめ切りにする。

　④　糸こんにゃくは下茹でして、食べやすい長さに切る。

　⑤　せんべいは食べやすい大きさに割る。

　⑥　だし汁で肉、野菜等を煮る。

　⑦　味付けをして、せんべいを入れてやわらかくなるまで煮る。

一関市大東学校給食センター Ｎｏ.６ 令和４年９月 15 日 

献立表や食育だよりは、

一関市のホームページ

でもご覧いただけます。

食

に

関

す

る

指

導 児童・生徒が「食」について 

学んでいる様子を紹介します。

興田中学校 2 年生 

「スポーツのための効果的な

食事について考えよう」 

大東小学校６年生 

「生活習慣病を予防するためには、

どうすればよいのでしょうか」 

」

リクエスト給食レシピ 

せんべい汁 

東山小学校６年生

の方から、リクエ

ストいただきまし

た。ありがとうご

ざいます！ 

 生活習慣病は、生活の仕方がかかわる病気です。

おいしいからと食べ物を「口」だけで選んでいると、

気づかないうちに砂糖・油・塩をとり過ぎてしまう

こともあります。食べ物はおいしさだけでなく、自

分の体に必要なものは何か、とり過ぎにならない量

はどれくらいなのかを「頭」で考えて選び、習慣化

することで病気の予防につながります。 



食品名 産　地 食品名 産　地 食品名 産　地 食品名 産　地 食品名 産　地 食品名 産　地

牛乳 一関市 豚肉 岩手県 米 一関市 ほうれん草 一関市 きゅうり 一関市 ひじき入りオムレツ 岩手県

厚削りかつお 鹿児島県 鶏肉 岩手県 麦 福井県 トマト 一関市 なす 一関市 星のメンチカツ 日本

煮干し 千葉県 ベーコン 千葉県 パン 岩手県 ピーマン 一関市 もやし 岩手県 チキンカツ 日本

わかめ 三陸 ハム 岩手県 米めん 一関市 小松菜 一関市 玉ねぎ 一関市、岩手県 いわしのパン粉焼き 岩手県

茎わかめ 三陸 チーズ アメリカ なたね油 一関市 にら 一関市、岩手県 白菜 岩手県、長野県 いんげん豆ペースト 日本

昆布 北海道 いわし 三陸 じゃがいも 一関市 にんじん 岩手県、千葉県、青森県、北海道 きゃべつ 岩手県 白菜キムチ 日本

のり 宮城県 冷凍おから アメリカ 春雨 日本、タイ かぼちゃ 岩手県 ねぎ 一関市、茨城県 お星さまゼリー 日本

しらす干し 愛知県 冷凍ゆで大豆 岩手県 麩 アメリカ チンゲン菜 岩手県 ズッキーニ 岩手県 みかんゼリー 日本

冷凍めかぶ 日本 さつま揚げ 国外 もち玄米 北海道 パプリカ 宮城県、韓国 豆もやし 福島県 ソテーオニオン 北海道

豆腐 一関市、日本、カナダ ほたて 青森県 マカロニ アメリカ パセリ 岩手県、長野県 大根 岩手県 杏仁豆腐 日本

油揚げ 一関市、日本、カナダ さわら 佐賀県 そうめん アメリカ いんげん 岩手県 ごぼう 一関市、青森県 ほうれん草入りオムレツ 岩手県

生揚げ 一関市、日本、カナダ ほっけ アラスカ 油麩 一関市 えのきたけ 長野県 かぶ 青森県 冷凍いちご モロッコ

おから 一関市 赤魚 アラスカ ごま ミャンマー マッシュルーム 山形県 冷凍ブロッコリー エクアドル 冷凍ブルーベリー カナダ

みそ 一関市、岩手県 カニ 韓国 アーモンド アメリカ なめこ 宮城県 冷凍おくら 日本、タイ 冷凍むき枝豆 日本

納豆 日本・カナダ えび ミャンマー すいとん 岩手県 しめじ 宮城県、新潟県 冷凍グリンピース 日本 切干大根 宮崎県

ブリ 鳥取県 豚レバー 群馬県 スパゲッテイ カナダ 干し椎茸 日本 冷凍むき枝豆 北海道 ささみフレーク 日本

鮭 岩手県 冷凍液卵 日本 パイン缶 沖縄県 たけのこ水煮 徳島県 冷凍ホールコーン 北海道 ツナフレーク タイ

さば ノルウエー ぜんまい水煮 秋田県 すいか 新潟県

詳しい結果は、一関市のホームページに掲載されていますのでご覧ください。

※学校給食食材の放射性物質測定のうち、提供後の給食の測定は令和３年度で終了しました。

７・８月の給食食材産地一覧


