
 
 

 
２０２２年がスタートしました。新しい一年の目標は立てましたか。 
目標に向けて努力するために欠かせないのは「健康な身体」です!!みなさんが自分の目標に

向かって精一杯取り組めるように、今年も給食室全員で力を合わせて、食の面からサポート
していきます。 
 
  
１月は「睦月」といいます。諸説ありますが、親戚や知人が互いに行き交って「仲睦まじく」

する月から名づけられたそうです。一年の初めの月でもあるため、その年を健康に過ごすた

めの願いが込められたさまざまな行事が行われます。また、そうしたときに食べる行事食を

とても身近に感じられる月です。 

 

 
 
 お正月には、五穀豊穣と人々の健康や幸福をもたらす年神様が各家庭に降りてくると考え

られ、その幸福を授けてもらうためにさまざまな風習が生まれました。その風習の一つにお

正月飾りがあります。「門松」「注連
し め

縄
なわ

（注連飾り）」「鏡もち」などです。 
門松は年神様が降りてくるときの目印として、玄関前や門前に立てられます。注連縄は、も

ともと神前に不浄なものの侵入を禁ずる印として張る縄のことで、家の中が年神様を迎える

ために清められた場所であることを示し、門戸や神棚に飾ります。鏡もちは、降りてきた年

神様にお供えするおもちです。また鏡もちは、神様が宿る場所とも考えられていたそうです。 
１月１１日の給食は、鏡開きにちなんで「きな粉もち」を提供します。 

 
 

 

 
  

「七草がゆ」は「春の七草」を正月７日におかゆに入れて食べ、１年の無病息災を祈る行

事です。おかゆを食べる風習は中国から伝わり、やがて宮中で流行していた「若草摘み」

の要素が加わりました。江戸時代に武家の節句に定められると参勤交代を通して全国に広

まりました。 

＊すずなには「菘」、すずしろには「蘿蔔」の漢字が当てられることもあります。 

１月１１日の給食は、ご飯にすずな、すずしろを加えた「菜飯」を提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

おせち 
料理 

もともとは五節句などの「節」の日に食べるごちそうのことを言い

ましたが、今では正月のおせち料理だけを指すようになりました。

祝い肴、酢の物、焼き物、煮染めといった料理ごとに重箱に詰めま

す。日持ちする料理が多いのは、正月に火を使う煮炊きを避けたか

らといわれます。それぞれの料理には、一年を健康に、そして幸せ

に暮らすための願いが込められています。 
お雑煮 おもちに具をあしらったお正月の祝いの膳の汁物です。地方や家庭

により具はさまざまです。仕立て方も、だしとしょう油のすまし汁、

味噌を使った味噌汁などいろいろです。もちにも丸もちを使うか、

切りもちを使うか、また一度焼いてから入れるのか、そのまま入れ

てしまうのかといった違いもあります。みんなで調べてみてもおも

しろいですね。 
七草がゆ 
(1月7日) 

「春の七草」を入れたおかゆを食べて一年の無病息災を祈ります。

百人一首の「君がため 春の野に出て 若菜摘む 我が衣手に 雪

は降りつつ」（光孝天皇）は、この七草摘みを詠んだ句といわれてい

ます。 

鏡開き 
(1月11日) 

お正月に神様にお供えしたもちを下げ、木づちや手で割りほぐしま

す。鏡もちには神様が宿っているとされるので、刃物は使いません。

また、神様との縁が切れないように「切る」「割る」「砕く」などの

言葉は使わずに、「開く」という縁起の良い言葉を使います。もちは、

汁粉や雑煮にして食べます。昔は、鏡もちを食べ、歯の健康と長生

きを祈る「歯固め」の行事も併せて行われました。 
小正月 昔の暦で１月１５日は一年で最初の満月でした。その年の豊作を願

う行事や、正月飾りや書初めを焼く「どんど焼き」が行われます。

小正月の朝は、無病息災と豊作を願って小豆飯や小豆がゆを食べる

風習が関西地方を中心に現在も続いています。お正月に忙しかった

女性たちが一息つく日でもあり、お正月に実家に帰れなかった女性

たちはこの休みを利用して里帰りする風習もあるため「女正月」と

もいわれています。 
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漢字で「清
白」とも＊。 

食育だより 令和 3 年度 ＮＯ.9 

船橋市立御滝中学校 

 日本には、年間を通して四季折々の「行事」があります。また、そ

の行事のときや特別な日にいただく食べ物や料理「行事食」がありま

す。行事や行事食には、自然の恵みに感謝し、家族の幸せや健康への

願いなどが込められています。昔から伝わる伝統的な行事や行事食へ

の理解を深め、これからも大切に受け継いでいきたいですね。 

 ≪ 行事食を楽しもう‼ ≫ 

 ～七草がゆ～ 
「春の七草」を知っていますか？ 

 ～お正月飾り～ 



 
 

 
 
 

 
 
日本の学校給食は明治時代に始まりました。戦時中一時中断されましたが、戦後、国内外

の多くの善意や期待を寄せられて再開された学校給食の意義を考え、より一層の充実を期待
する１週間です。この期間を通して、あらためて食べ物の大切さや作る人の思いを知り、感
謝の気持ちをもって食事ができると良いですね。 

 
 代表的な給食を例に挙げましたが、地域によっても差があったようです。 
 全国学校給食週間にちなみ、１月２４日は給食が始まったころの献立を、 
１月２５日は「鯨のケチャップあえ」をそれぞれ給食で提供します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

山形県鶴岡市にあった私立忠愛

小学校で出された最初の給食。ど

の子にも教育を与えたいと市内

の寺院が共同で設立した学校で

した。献立はおにぎり、塩鮭、漬

物です。貧しくてお弁当を持って

こられない児童のために、お坊さ

んたちが托鉢
たくはつ

をして浄 財
じょうざい

を集

め、実施されたそうです。 

昭和 21 年 12 月 24 日、東京など

で学校給食が再開され、翌年から

全国に広がっていきます。戦後の

食糧難に苦しむ日本の子ども達

を見て、海外から届けられた支援

物資をもとに、ミルク（脱脂粉

乳）、トマトシチューなどが提供

されました。昭和 25(1950)年から

全国学校給食週間が始まります。 

昭和 29(1954)年に「学校給食法」

が成立し、学習指導要領では給食

が教育活動に位置づけられまし

た。アメリカから給食用小麦粉と

ミルクの提供があり、パンにミル

クの給食スタイルが定着してい

きます。絵はコッペパン、ミルク、

鯨の竜田揚げ、千キャベツ、ジャ

ムの献立です。 

戦後復興を遂げ、献立内容もバラ

エティ豊かになります。昭和

39(1964)年の東京オリンピックを

境にミルクが牛乳に変わっていき

ました。この頃、米の自給率も日

本史上初めて 100%に到達。主食の

種類を増やそうと「ソフト麺」も

登場しました。絵はソフト麺、牛

乳、カレーシチュー、甘酢和え、

チーズ、黄桃缶詰の献立です。 

食生活の洋風化が進みました。外

食産業が成長し、農産物の輸入自

由化も拡大します。国内では作っ

た米が余り始め、消費拡大のため

に米飯給食が始まりました。初め

は家から御飯だけを持参するス

タイルの学校もありました。絵は

御飯、牛乳、ししゃもフライ、千

キャベツ、麻婆豆腐、みかんの献

立です。 

バブル景気がはじけ、阪神淡路大

震災が起こり、食品の安全性に関

わる事件も多発。国民の食に対す

る意識が高まり、平成 17(2005)

年に食育基本法と栄養教諭制度

ができます。現在、学校給食は栄

養面に限らず、和食や食文化の伝

承など、子ども達の心と体を豊か

に育んでいくための大きな役割

が期待されています。 

１月２４日～１月３０日 小松菜のナムル  ＜４人分＞ 

分量はお好みで調節してください♪ 

焼き豚（千切り）   30g（3 枚） 
エリンギ       40g（1 本）   
炒め油        適量        
にんじん（千切り）   40g（1/4 本）   
小松菜（2 ㎝幅）   160g（1/2 束）     
しょう油        小さじ 1/3     
ごま油         小さじ 1              
しょう油           小さじ 1        
塩           少々       
白煎りごま      大さじ 1/3      

♪ つくってみよう！！給食レシピ ♪ 
～生徒からリクエストがあったレシピを紹介～ 

① 焼き豚とエリンギは、油で炒めて冷ます。 

② にんじんは茹でて、冷ます。 

③ 小松菜は茹でて、しょう油を全体になじま

せてから水気をしぼる。 

④ 調味料をよく混ぜ、ドレッシングを作る。 

⑤ 水気を切った材料をドレッシングとごま

で和える。 

① きゅうりと大根を切り、塩を全体になじま

せ、水気を切る。 

② 小松菜は茹でて、水気をしぼる。 

③ 小松菜は茹でて、しょう油を全体になじませ

てから水気をしぼる。 

④ 調味料をよく混ぜ、ドレッシングを作る。 

⑤ 水気を切った材料をドレッシングで和える。 

 

コーンとわかめの和え物  ＜４人分＞ 

分量はお好みで調節してください♪ 

レタス        50g（2 枚） 
きゅうり       50g（1/2 本）   
塩          一つまみ     
塩蔵わかめ（2 ㎝幅）  20g 
ハム（千切り）     25g（1 枚）     
コーン（缶詰）     70g     
ごま油         小さじ 2              
しょう油           大さじ 1/2        
こしょう        少々         
上白糖        大さじ 1/2 
酢          小さじ 2 
ラー油        少々 

① レタスは一口大にちぎる。 

② きゅうりは斜め半月切りにし、塩を全体にな

じませ、水気を切る。 

③ わかめは水につけ、塩抜きしてから切る。 

④ 調味料をよく混ぜ、ドレッシングを作る。 

⑤ 水気を切った材料をドレッシングと和える。 

 

こまツナサラダ  ＜４人分＞ 

分量はお好みで調節してください♪ 

ツナ（水煮缶）    30g 
きゅうり（斜め半月） 35g（1/3 本） 
大根（千切り）    60g 
塩          一つまみ     
小松菜（2 ㎝幅）    65g 
サラダ油        大さじ 1/2   
上白糖         小さじ 1     
塩           一つまみ             
酢              小さじ 1    
しょう油        少々         
からし        少々 
こしょう       少々 


