
平成３１年度

神戸町学校給食センター

月 火 水 木 金

８日《幼児園のみ》 ９日 １０日 １１日 １２日

入学、入園、進級おめでとうござい
ます。新しい学年で給食が始まりま
す。給食には、みなさんが元気に成
長して活動するために必要な栄養が
つまっています。今年も１年、たく
さんのことを勉強して、しっかり運
動もして、そして給食を食べて、楽
しく健康にすごせるといいですね。

食事のマナーは、自分だけでなく、みんなと
いっしょに楽しく気持ちよく食事をするため
にあります。気をつけてほしい食べ方は、
食べものを口に入れたまましゃべらない。
人がいやがる話をしない。食事中に席を
立って歩かない。周りの人とふざけながら
食べない。大声で話をしない。ガチャガチャ
食器の音をたてない。クチャクチャ音をたて
て食べないなどです。マナーを守っていた
だきましょう。

今日は給食当番の服装について話します。
給食当番は白衣を着て帽子をかぶります
ね。髪の毛はきちんと帽子の中に入ってい
るでしょうか。私たちの髪の毛は１日に５０
～１００本もぬけて生え代わっています。食
べ物に髪の毛が入らないようきちんと帽子
をかぶるのはとても大切なことなのです。ま
た、マスクはきちんとしていますか。くしゃみ
やせきをすると、ばい菌も一緒に飛んでし
まいます。マスクを鼻まできちんとしましょ
う。

「いただきます」「ごちそうさまでした」の食
事のあいさつを給食の時間では、みんなで
そろって言うことができますね。家やお店で
はどうでしょうか。食べ物には、どれも命が
あり、食材を作ったり、収穫するために多く
の人の努力があり、みんなのために料理を
作る人がいます。命をいただき、人の苦労
や努力があって、やっと食べることができる
のです。感謝の気持ちをこめながら、食事
のあいさつを忘れないようにしましょう。

規則正しい生活のリズムが整っています
か？生活のリズムが整うことで、毎日を元
気にすごすことができます。特に、朝ごはん
を食べることは、生活のリズムを整えるた
めに大切です。朝ごはんを食べると、脳に
栄養がいきわたり勉強に集中できます。ま
た、体温が上がり元気に活動することがで
きます。早寝、早起き、朝ごはんを心がけ
ましょう。

１５日 １６日 １７日 １８日 １９日《食育の日》

美生柑（みしょうかん）は柑橘類（かんきつ
るい）のザボンの品種、河内晩柑（かわち
ばんかん）の呼び名のひとつです。見た目
から和製グレープフルーツと言われます。
生産地は愛媛県愛南町（あいなんちょう）や
熊本県天草市（あまくさし）などの少数しか
なく、愛南町は生産量の約半数をしめてお
り、日本一の産地です。見た目が少し酸っ
ぱそうにみえますが、みずみずしくておいし
い果物です。この時期でしか味わうことが
できない味を体験しましょう。

じゃが芋がとれるのは、春と秋の２回です。
そのため、二度芋とも呼ばれています。で
すが、新じゃがと呼ばれるのは主に、春に
とれた芋のことです。３月初め、九州から始
まり、６月まで各地の新じゃがが出回りま
す。私たちが住むこの地域では今の時期
が旬です。北海道では７月に収穫された
じゃが芋を新じゃがと呼ぶそうです。とれた
てのじゃが芋は、皮も薄く、みずみずしくて
柔らかいのが特長です。この時期しか食べ
られない新じゃがを、味わって食べてくださ
い。

今日は、和食の献立です。和食の基本的
な形の一つに「一汁三菜（いちじゅうさんさ
い）」というものがあります。これは給食のよ
うに、ごはんに汁物を一品、魚や肉、大豆
などのおかずと野菜のおかず、果物などの
合計３品を組み合わせた献立のことを言い
ます。この形式の良い所は、バランス良く
栄養がとれるところです。ご飯は黄色の食
べ物。魚や肉、大豆のおかずは赤の食べ
物。野菜のおかずは緑の食べ物と自然と３
つの働きの色がすべてそろう仕組みです。

麻婆豆腐は、中国の北の方にある四川（し
せん）という地域で生まれた料理です。四
川は夏は蒸し暑く、反対に冬はとても寒い
所なので、体を温め、汗を出す働きのある
料理をよく食べます。今日の麻婆豆腐は四
川料理のひとつです。トウバンジャンと呼ば
れる空豆やトウガラシなどから作られた辛
い調味料を使います。給食では辛さをおさ
えていますが、本場の中国四川では汗が
吹き出すほど辛い麻婆豆腐を食べていま
す。

毎月１９日は、「食育の日」です。神戸町や
岐阜県で作られた産物の味にふれ、地域
の良さをみつめましょう。今日の和え物は、
神戸町の小松菜を使いました。神戸町の
小松菜は、ハウスで１年中栽培されていま
す。水をまくための設備がきちんとしている
ので、安定して大量に出荷できます。すまし
汁には同じく神戸町産の干ししいたけとグ
リーンねぎを使っています。鶏肉のからあ
げの衣には岐阜県産の米粉を使っていま
す。

２２日 ２３日 ２４日《よっかむデー》 ２５日 ２６日

今日はがんもどきの磯煮です。ではこのが
んもどきの主な材料はなんでしょう。①魚
②豚肉　③豆腐…答えは、③の豆腐です。
がんもどきは、水気をしぼった豆腐に野菜
などを加えて丸めて油で揚げたものです。
がんもどきの名前は雁（がん）という鳥の肉
に味を似せて作ったことからつけられたそ
うです。今日は磯の恵みであるひじきと一
緒に煮ました。だしをたっぷり含んだやわら
かいがんもどきとひじきの相性がとても良
い料理です。

今日は、今が旬のふきを使ったごはんと若
竹汁です。若竹汁はその名の通り、わかめ
とたけのこが入っているすまし汁です。たけ
のこの旬がふきと同じ春であることは有名
ですが、実はわかめも旬は春です。わかめ
は、鮮度が落ちるのが早いので多くは乾燥
されて乾物として売られています。他にも、
塩漬けにして鮮度を保たせた「塩蔵わか
め」などがあります。昔の人はさまざまな工
夫をして食べ物をおいしく保存しようとして
いたのですね。

みなさんは食べ物を口の中で何回かんで
飲みこんでいるか意識したことがあります
か。よくかむという動作は、だ液と食べ物を
まぜ合わせることによって、体の中での消
化を助けます。他にも口の中でだ液がたく
さん出ることによって虫歯を予防する効果
があるといわれています。今日はよっかむ
デーです。かむことを意識できる食材を多く
取り入れています。月に一度登場します
が、それ以外でもよくかんで食事をすること
を心がけましょう。

ギョーザは中国ではお正月などに食べる料
理として昔から親しまれていました。中国で
使われていたお金が半円の形をしていた
ので、ギョーザの三日月の形がそのお金の
形に似ていて、福を呼び込む縁起の良い
料理だと言われていました。日本では今日
のような焼きギョーザや油で揚げる揚げ
ギョーザのような食べ方が多いですが、本
場の中国では、ゆでて、たれにつけて食べ
る水ギョーザが主な食べ方です。

みなさんは食物繊維という言葉を聞いたこ
とがありますか？食物繊維は、体の中に
入っても吸収されませんが、がんのもとに
なる悪いものや、血管の中にたまってはい
けないコレステロールなどを包み込んで、
体の外に運び出すはたらきをします。食物
繊維が多く含まれているのは、野菜や海
藻、豆類、きのこ類などです。今日の給食
では、そんな食物繊維たっぷりの切り干し
大根やわかめを使っています。

※幼児園は一部の献立が変わります。　　９日（火）黒米ごはん→未満児は麦ごはん　　２４日（水）味付小魚→未満児はつきません。

※学校行事、入荷の都合で内容が変わることがあります。給食のない日については、各校・各園で違いますのでご注意ください。

※学校給食は「学校給食地産地消推進事業」により、岐阜県・神戸町・ＪＡグループの一部助成を受けています。

　また、食材には神戸町産および岐阜県産の農畜産物を積極的に取り入れ、幼少期からの食農教育を推進することを目的としています。

※文科省学校給食摂取基準（小学校中学年）

※        神戸町産野菜使用の日。（　　）は使用野菜です。　

４月　こんだて表

※予定日数　小学校　　１４日　中学校　　１４日　幼児園　　１５日

　・エネルギー量　６５０Ｋcal　　・タンパク質　摂取エネルギーの１３～２０％　　・脂質　摂取エネルギー量の２０～３０％　　・食塩相当量　２ｇ未満

（裏面に材料表があります。アレルギー対応や家庭での調理にご活用ください。）
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給食メニュー

作ってみませんか

【ツナとふきのごはん】
材料（米２合分）
米 ２合
ふきの水煮 １５０ｇ
にんじん １／４本
ツナ水煮フレーク 小１缶
油揚げ １／２枚
サラダ油 小さじ１
（A）
酒 大さじ１
みりん 大さじ１
上白糖 小さじ２
液体昆布だし 小さじ２
薄口しょうゆ 大さじ２

作り方
①ふきの水煮は１㎝の長さ
に切る。にんじんは千切り。
油揚げは熱湯をかけて油抜
きをした後に短冊切りにす
る。
②フライパンで油を熱し、
にんじん、ふきの順で炒め
てＡの調味料を加える。
③調味料が煮立ってきたら、
水切りしたツナと油揚げを
加えて煮る。(煮る途中で調
味料が煮詰まった時は少量の
水を加えます)
④炊きたてのごはんに③の
具を混ぜ合わせて、少し蒸
らす。
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(こまつな) (こまつな)


