
 

 

 

 

ご入学・ご進級おめでとうございます！

うららかな春の光の中、新年度がスタートしました

みなさんが健康で充実した毎日を過ごせますように！

うえでとても大切な

ことを知ってほしいと思い、食育だよりを発行してい

ずつでも良いので「

りに役立ててくれたらうれし

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✿ 一日のはじまりに欠かせない

１ 体を目覚めさせ、脳の働きを活発にする。

２ 体の動きをスムーズにする。

３ 生活習慣病になりにくい体をつくる。

朝食

・よくかんで食べる。

（脳の血流量や代謝をアップさせます。）
 

・バランスの良い食事を心がける。

（ごはんやパンの主食、肉や魚の主菜、野菜

などの副菜、汁物の４種類を食べることが

できたら完璧です。）
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正しいお

①

②

③

④

きれいな持ち方で、美しく食事ができるとステキですね♪

給食の時間がみなさんにとって楽しくおいしく安全に過ごせますように、一人一人に守っ

てほしいルールがあります。ご協力よろしくお願いします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正しいお箸
はし

① 箸の片方を親指の根元に挟む。

② 薬指を軽く曲げ、薬指の第一関節の上に置

き、親指と薬指で支える。

③ もう一方の箸は、親指の腹と中指の第一関

節で支える。

④ 小指を薬指に沿わせて支える。

きれいな持ち方で、美しく食事ができるとステキですね♪

＜食べるまで

☆配膳室から教室にコンテナを運ぶ時には、一人ひとつずつ運ぶ。

☆配膳室には、入口から入り一方通行で出口から出る。

☆コンテナを運んでいる人にぶつからないように、廊下は歩いて通行する。

☆コンテナを運ぶ時は、１年生は西階段、２・３年生は中央階段を通る。

☆ランチョンマットと箸を用意する。

（箸を忘れてしまい学校から割り箸をもらった場合は、後日割り箸を持ってきて下さい）

＜食事中

☆クラス全員で、そろって「いただきます」と「ごちそうさま」をする。

☆「いただきます」をしてからお弁当箱のふたをあけるようにし、「ごちそうさま」をす

るまで立ち歩かないようにする。

☆調味料やふりかけは原則使用できません。

☆自分の分を人にあげたりもらったりせず自分の分は自分で食べましょう。

成長期のみなさんにとって食事はとても大切なものです。栄養を考えて作ってくれて

いるので、苦手なものが入っていてもできるだけがんばって食べてほしいと思います。

給食の時間がみなさんにとって楽しくおいしく安全に過ごせますように、一人一人に守っ

てほしいルールがあります。ご協力よろしくお願いします。

箸
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