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神戸町学校給食センター

月 火 水 木 金

３日 ４日《よっかむデー》 ５日 ６日 ７日

　今月は「食育月間」です。食育基本法で、.
６月を「食育月間」と定めています。今の私
たちの食生活には、栄養の偏りや、不規則
な食事、肥満や生活習慣病の増加など
様々な問題があります。このような問題を
少しでも無くすために、食に関する知識とよ
り良い食を選べる力を身につけ、望ましい
食生活をおくるために、食育を進めようと定
められました。

　今日はよっかむデーです。そして今日か
ら「歯と口の健康週間」が始まります。歯は
一生使い続ける大切なものです。歯を丈夫
にする食べ物を食べたり、よくかんで食べ
ることを意識し、かむ力をつけましょう。また
虫歯にならないよう、食べたら歯みがきを
する習慣をつけ、口の中をきれいにして口
の健康を守りましょう。

　トマトは生で食べたり、焼いたり、炒めた
り、煮込んだりとさまざまに使われます。ま
た生のままだけでなく、缶詰など加工され
たトマトも料理によく使われます。トマトを水
煮にした「ホールトマト」トマトを裏ごしにして
濃縮させた「トマトピューレ」、トマトケチャッ
プはこのピューレに玉ねぎや香辛料、調味
料を加えて作られます。今日はハンバーグ
にトマトを使ったソースをかけました。

　ビビンバは給食でも人気のあるメニュー
の一つです。肉炒めとともに合わせるナム
ルは韓国の家庭料理のひとつで、もやしな
どの野菜やワラビなどの山菜、野草を塩ゆ
でしたものを調味料とごま油で和えたもの
です。また、そうした食用の野菜、山菜、野
草のこともナムルといいます。韓国では食
事のおかずとして欠かせないもので、いつ
も冷蔵庫に数種類保存されているそうで
す。

　食品ロスという言葉を聞いたことがありま
すか？まだ食べられる物を、賞味期限や型
くずれなどを理由に捨てられる食品のこと
をいいます。飲食店や一般家庭での食べ
残しで捨てられてしまうものも含まれます。
外食だけで集計すると年間約６２１万トンも
あり、国民１人当たり毎日茶碗１杯捨てて
いる量にあたるそうです。簡単に、嫌い、い
らないといって食品をムダにしていません
か？一人一人が考えたい問題ですね。

１０日 １１日 １２日 １３日 １４日

　今日は、山の恵み山菜が入った山菜うど
んです。山菜は、春から初夏にかけて、芽
吹いた柔らかい新芽を食べます。わらびや
ぜんまいはよく知られている山菜ですが、
どちらもシダ植物の仲間で、くるくると渦を
まいたような形をしています。あく抜きや下
ゆでの必要があり、ゆでてもわずかに苦味
の残る山菜もありますが独特の風味があり
ます。野菜とは、一味違う山菜を味わってく
ださい。

　６月の長雨の頃を「梅雨」といいます。梅
の実が熟す時季なので、梅の字を使って、
梅雨と呼ばれるようになりました。この梅を
使って、作られてきたのが、日本の伝統食
「梅干し」です。梅干しを食べると、すっぱく
て、唾液と胃液がたくさん出てきます。その
ため、胃腸の調子がよくなり、食欲もわいて
きます。今日はわかめとキャベツの磯びた
しに梅の風味をプラスしました。

　チンジャオロースーにはピーマンがたくさ
ん使われています。ピーマンが苦手という
人でもチンジャオロースーなら食べられると
いう人も多いのではないでしょうか。夏の野
菜ピーマンにはビタミンＡやＣがたくさん含
まれているので、体を元気にしてくれます。
細切りの肉やたけのこと一緒に濃厚なオイ
スターソースで味付けをします。今日は赤と
黄色のパプリカも使い彩りのよいチンジャ
オロースーです。

山賊（さんぞく）焼きは長野県松本市などの
郷土料理として広まった、鶏もも肉を大きな
ままから揚げにした「山賊揚げ」とも呼ばれ
る料理と、山口県など西日本の多くの地域
で食べられている骨付きもも肉を一本丸ご
とオーブンや、グリル、炭火等でにんにく風
味の照り焼きのたれにからめて焼いた料理
があります。名前の由来については、いろ
いろな説があります。きょうは、照り焼き風
の山賊焼きにしました。

　海藻は海の野菜とも言われます。野菜に
負けないくらいネラルやビタミンが豊富だか
らです。カルシウム・鉄分・ビタミンＡ・ビタミ
ンＢ１・ビタミンＢ２など、種類によって色々
な栄養をとることができます。また食物繊維
も豊富で、お腹の調子を整えてくれます。
今日のサラダには、わかめ・茎わかめ・ツノ
マタ・キリンサイという海藻が入っていま
す。このほか、のりやひじきもあるので、日
頃からいろいろな種類の海藻を食べましょ
う。

１７日 １８日 １９日《食育の日》 ２０日 ２１日

　今日のさわらは、揖斐川町で作られたみ
そを使って味付けをしました。「手前みそ」と
いう言葉がありますが。「自分で自分のした
ことを自慢する」という意味があります。昔
は、家ごとに自家製のみそをよく作りまし
た。この自分でつくったみそのことを「手前
みそ」と呼びそれぞれが「自分の家のみそ
が一番おいしい」と自慢したことから、この
「手前みそ」という言葉が生まれました。み
そが私たちの身近にあったことがよくわか
りますね。

　食事をする時に、からだを横や後ろに向
けて食べたり、足をぶらぶらして食べたりし
ていませんか？また、ひじをつき、食器を
持たないで食べている人はいませんか？
食事を楽しく食べることは良いことですが、
好き勝手をすることとは違います。教室の
みんなと楽しく食べるために、食事のマ
ナーを守ることは大切です。気持ちよく給食
をいただけるように、一人一人が心がけま
しょう。

　毎月１９日は、「食育の日」そして６月は
「食育月間」となっています。地域で作られ
た産物の味にふれ、地域のよさをみつめま
しょう。今日の地域の食材は、岐阜県産の
米粉を使った食パンと、ミネストローネに
入っている岐阜県産の大豆です。地域の食
材は産地がはっきりしているので、安全で
安心して食べられます。自然の恵みに感謝
していただきましょう。

　蒸し暑いこの時期はカビや細菌が繁殖し
やすくなります。衛生管理には十分注意を
したいものです。特に食事の前にはせっけ
んで手をきれいに洗いましょう。食中毒の
原因になるような菌やウィルスは、目には
見えません。手に菌やウィルスがついてい
たら、一緒に食べてしまうかも知れません。
給食当番は、衛生に気をつけて配膳して下
さい。

　ひじきはミネラルの宝庫と呼ばれ、特にカ
ルシウムが豊富で、乾燥ひじき１０ｇには牛
乳１杯分と同じくらいのカルシウムが含ま
れます。また鉄分も多く、貧血予防に役立
ちます。さらにひじきに含まれる食物繊維
の量はごぼうの５倍とも言われ、便秘予防
も期待できます。一緒にビタミンＣやたんぱ
く質をとることで、カルシウムや鉄の吸収率
が高まります。今日は切り干し大根とビタミ
ンＣの多い小松菜入りのおひたしです。

２４日
　

２５日 ２６日 ２７日 ２８日

　蒸し暑い日が続くと睡眠不足になったり、
冷たいものや、水分を多く取りがちになる
ので胃腸の働きが弱まり、そのままでは食
欲も衰え栄養バランスがくずれてしまいま
す。そんな時こそしっかり食べて体力を落と
さないようにしたいものです。今日のよう
ミートソースは、肉も野菜もたっぷり使って
あります。その上麺なので、ツルツルと食
べやすくなっています。しっかり食べて暑さ
に負けない体を作りましょう。

　食事をする時に、飲み込むような食べ方
をしている人はいませんか？かむことはと
ても大切です。神戸町では毎月１回よっか
むデーがありますが、その日だけでなく、日
頃からかむ習慣をつけるために、よくかむ
食材を取り入れています。かむことで脳が
刺激され、頭の働きもよくなります。いか
や、五目豆はよくかまないと飲み込めませ
ん。かむことを意識していただきましょう。

　給食の前には、正しい手洗いをしましょ
う。手を水でぬらしてから、石けんで手の汚
れを落とします。手についた石けんをよく洗
い落としてから、きれいなハンカチで水気を
ふきとります。教室で消毒用のアルコール
をつけます。アルコールは、水気が手につ
いていると、消毒の効果が少なくなるので
気をつけましょう。手につけたら、手のひら
だけでなく、指の間などにも行き渡らせま
しょう

　今日の魚は何かわかりますか？「あじ」で
す。あじは初夏から夏においしい魚で、しっ
ぽから骨にそって、とげのようになった「ぜ
いご」という突起があります。あじかどうか
見分けるには、この「ぜいご」で判断すると
わかりやすいです。あじは味がよいので、こ
の名になったと言われています。今日は蒸
し暑い時期にさっぱりと食べられるよう、甘
酸っぱいたれをかけた南蛮漬けにしまし
た。

　今ではサラダに欠かすことができないレタ
スですが、もともと日本は生で野菜を食べ
る習慣がありませんでした。１９６４年の東
京オリンピックで各国の選手用の食材とし
てレタスを使った生野菜のサラダが知られ
るようになり、一般の家庭にも広がりまし
た。しかし、当時は高級食材を売るデパー
トでしか売られていませんでした。それか
ら、食の西洋化が進んで、今ではレタスは
人気のある野菜になりました。

※予定日数　小学校　　２０日　中学校　　２０日　幼児園　　２０日

※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）

  ・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

※        神戸町産野菜使用の日。（　　）は使用野菜です。　

６月　こんだて表

※幼児園は一部の献立が変わります。

（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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小４～中３

こがたバターロールパン

ビビンバのぐ

ポークカレー

トマトいりオムレツ

ひじきときりぼしだいこんのおひたし

ソフトめん

こうやどうふのにもの

ミネストローネスープ

チンジャオロース－

ミックスみそしる

えのきとかまぼこの
すましじる

なっとう

じゃがいものみそしる

むぎごはん

MILK

きゃべつのかおりあえ
MILK

ごもくにまめ

こまつなのごまあえ

なつけんちんじる

むぎごはん

MILK

ごもくやさいじる

MILK

むぎごはん

MILK

MILK

むぎごはん

こまつないりやきふの
すましじる

ナムル

ゆかりあえ

ぐだくさんみそしる

幼 未１こ 幼以２こ
小 ２こ中 ３こ

かいそうサラダ

むぎごはん

ヨーグルト

ちくわのおこのみあげ

たまねぎのみそしる

チンゲンサイのスープ

こんぶあえ

さんさいうどんじる

さばのかわりやき

ぶたにくのしょうがやき

MILK

むぎごはん

だいこんサラダ

やきぎょうざ

幼１こ小２こ中３こ

くろしょくパン

(こまつな)
(グリーンねぎ)

ミートボールのケチャップに

幼 １こ 小 ２こ 中 ３こ

MILK

いそびたし

もやしのおかかあえ

ミートソース

幼１び 小２び 中３び

レモンゼリー

むぎごはん

MILK

ぶたにくのあんからめ

むぎごはん

MILK

わかめスープ

MILK

やさいいりシューマイ

幼１こ 小２こ 中３こ

ハンバーグの
トマトソースかけ

えのきととうふの
すましじる

カラフルサラダ

アスパラいりグリーンサラダ(グリーンねぎ)

むぎごはん

MILK

あじのなんばんづけ

もずくいりみそしる

やきウィンナー

幼１本 小２本 中３本

レタスのスープ

MILK

とうふのナゲット

チキンライス

とりとこんさいのひらつくね

むぎごはん

MILK

サイコロスープ

ごもくきんぴら

とりにくのさんぞくやき

あげパン

やきししゃも

むぎごはん

(グリーンねぎ) (グリーンねぎ)

(グリーンねぎ)(こまつな)

(こまつな)
(グリーンねぎ)

(こまつな)
(グリーンねぎ)

切り干し大根 １５ｇ 米ひじき ５ｇ
にんじん 小１/４本 さとう 小さじ１
小松菜 1/2袋 Ａ しょうゆ 大さじ１
しょうゆ 大さじ１ 和風だし 少々
みりん 大さじ１

①切り干し大根は、洗って水に浸して戻し、食べやすい長さに切る。

②にんじんはせん切り、小松菜は２センチほどに切る。

③切り干し大根・にんじん・小松菜はゆでて冷ましておく。

④米ひじきは洗って水に浸して戻し、Ａの調味料で下煮し、冷ましておく。

⑤しょうゆとみりんを合わせて煮立たせ冷ます。

⑥③の野菜と④のひじきを⑤の調味料で和える。

【作り方】

(グリーンねぎ)

(なましいたけ)

(こまつな)
(グリーンねぎ)


