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　冬においしい野菜は、白菜やねぎ、ほう
れん草や小松菜などの葉物野菜や大根
やかぶなどです。冬野菜には身体を温め
る特徴があります。ビタミンＥが血行を良く
し、ビタミンＣには鉄分の吸収を良くする働
きがあり、毛細血管の機能を保ってくれる
作用があるからです。また、冬野菜は、厳
しい寒さから身を守るため、糖分を増やし
凍りにくくなります。そのため野菜の甘み
を強く感じることができます。

　豚汁の具材は、豚肉と豊富な野菜を使
います。豚バラ肉・ゴボウ・里芋・大根・に
んじん・ネギなどです。ゴボウなど風味の
強い野菜を使うことも特徴的です。そのた
め香りが良く食べ応えがあります。また、
豚肉の脂分で汁の温度が冷めにくいので
寒い時期にぴったりの汁物です。野菜のう
ま味と豚肉のうま味が調和してごはんの
すすむ料理です。

　ミネストローネは、主にトマトを使ったイタ
リアの野菜スープです。材料は玉ねぎ・
キャベツ・じゃが芋、にんじん、セロリ、ベー
コン、ショートパスタなどが使われますが、
季節や、地方によって様々です。また家庭
ごとに作り方も違い「おふくろの味」としてイ
タリアのみそ汁とも呼ばれています。じっく
り煮込んだ野菜のうまみが溶け込んだおい
しいスープです。

　白菜は水分が多く低カロリーな野菜です
が、ビタミンや食物繊維、カリウムなどの栄
養素が含まれています。カリウムはナトリウ
ムを体の外へ出す働きをし、血圧を下げる
効果があると言われています。ビタミンＣは
レタスの４倍ほどで、肌荒れを防いだり、か
ぜをひきにくくする効果があります。また、
辛み成分のイソチアネートは消化を助け、
血液をサラサラにする効果があると言われ
ています。

　気温が低くなり空気が乾燥する冬は、か
ぜやインフルエンザ、ノロウィルスなどの
流行が起こりやすくなります。病気の原因
となるウィルスは手から食べ物についた
り、手で目や鼻の粘膜をこすることで体の
中に入り込みます。外出後、食事の前、ト
イレの後は、石けんを使って手のすみず
みまでしっかり洗いましょう。手洗いはとて
も効果的な予防法です。

９日 １０日 １１日 １２日 １３日　

　日本人がよく食べる野菜のトップが大根
です。あっさりとしたクセのない味で色んな
料理に使えます。大根は地中海で生まれ
ましたが、江戸時代にはすでに日本の野
菜となり「青首大根」｢練馬大根」「聖護院
大根」などの種類が作られていたそうで
す。煮ても、漬物にしても、生のままおろし
てもおいしく食べられますね。また、大根
の葉にはビタミン・ミネラルが多く含まれて
いるので、捨てないで料理に使うといいで
すよ。

　体の調子を整える上で、朝ごはんは朝、
昼、晩の３食の中で、一番大切です。朝ご
はんの最大の目的は、体温の低い朝の体
にエネルギーを送り、一気に体温を上げる
ことです。体温が上がると代謝がよくなり、
その後、食事からとった栄養素もより効果
的に利用されるため、よいコンディションで
１日を過ごすことができます。寒さが厳しく
なるこの季節こそ朝ご飯をしっかりたべて
体を中から温めましょう。

　皆さんは、はしをじょうずに使えています
か？はしを使って食事をすることは、日本
の食文化です。日本では、昔から右手には
し、左手にお茶わんや汁わんを持つこと
で、スプーンがなくても美しく食べてきまし
た。日本人が手先が器用なのは、はしを
使ってきたからだと言われています。はし
の使い方は、毎日意識して使うことで、うま
く使えるようになります。美しいはしの使い
方を身につけて、食文化を伝えていきま
しょう。

　寒さに負けないために、まず大事なのが
ビタミンＡとＣです。のどや鼻の奥にある粘
膜を強くしたり、寒さへの抵抗力を強くし、
かぜにかかりにくくします。次に、たんぱく
質です、体を作る大事な栄養素なので、十
分にとって丈夫な体を作りましょう。そして、
脂肪も大切です。たくさんのエネルギーをも
ち、腹持ちがいいので、体の中からポカポ
カ温めてくれます。いろんな食品からバラン
スよく栄養をとることが大切です。

　けんちん汁は、大根、にんじん、ごぼう、
こんにゃく、豆腐をごま油で炒め、だし汁を
加えて煮込み、最後にしょうゆで味をとと
のえたすまし汁です。鎌倉の建長寺（けん
ちょうじ）の修行僧が作っていたため「建長
汁（けんちょうじる）」がなまって「けんちん
汁」になったといわれる説や、普茶料理
（ふちゃりょうり）のケンチャンがアレンジさ
れけんちん汁になったという説などがあり
ます。

１６日 １７日 １８日《よっかむデー》 １９日≪食育の日≫ ２０日

　ブロッコリーはキャベツの仲間です。栄
養たっぷりの野菜で、ビタミンCが、レモン
の３．５倍、カルシウムは牛乳と同じくらい
含まれています。ビタミンCには疲労の回
復やかぜの予防、老化防止に効果があり
ます。さらに最近、がん予防やアレルギー
の発症を予防する成分が多く含まれてい
ることもわかってきました。今日は給食で
人気のあるおかか和えにしました。おいし
く食べてください。

　皆さんはご飯とおかずを交互に食べてい
ますか？この食べ方は日本人の食事のマ
ナーとして昔から受け継がれてきました。
ご飯とおかずを口の中で混ぜあわせて食
べることで、いろいろな味が口の中に広が
り、違うおいしさを楽しむことができます。
また、かむ回数を多くすることもできます。
おかずばっかり、ご飯ばっかりという食べ
方をしている人は、交互食べができるよう
にしましょう。

　今日はよっかむデーです。よくかむことを
意識して食べるように、ポトフの材料に、か
みごたえのある、れんこんやごぼうを使い
ました。また、カミカミ豆もあるので、しっか
りかんでいただきましょう。よくかむことに
よってだ液がたくさん出て、消化を助けた
り、虫歯予防、がん予防効果もあります。他
にもよくかんでゆっくり食べると、食べ物を
味わうことができます。１口３０回かむことを
めざして食べましょう。

　毎月19日は「食育の日」です。地場産物を
多く取り入れた献立にしています。今日は
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。小松菜の生産量
が岐阜県で一番多いのが神戸町です。小
松菜は骨や歯をじょうぶにするカルシウム
がたくさん含まれています。

　１２月２２日は「冬至」です。冬至は、一年
で一番昼間の短い日です。冬至には、か
ぼちゃを食べ、ゆず湯に入って、無病息災
（病気にならず元気にすごせること）を祈る
習慣があります。かぼちゃはビタミンＡやＥ
が豊富に含まれ肌や粘膜を丈夫にし抵抗
力を強くするのでかぜ予防に効果があり
ます。またゆず湯は血行が良くなり体が温
まるためかぜを防ぎ、皮膚を強くする効果
があるそうです。

２３日 ２４日 ２５日 ２６日

　大人から子どもまで、みんなが大好きな
のが「ラーメン」です。行列ができるお店が
あるほど日本人に親しまれているラーメン
ですが、本家（ほんけ）の中国のラーメンと
は全く違うものです。ラーメンが日本に伝
わったのは大正時代で、中国から横浜に
伝わり、そば粉も入っていないのに「中華
そば」と呼ばれ、日本人好みの味に作り変
えられました。そしていつの間にか中国の
名前「ラーメン」と呼ばれるようになったの
だそうです。

　毎日の食事に欠かせない主食。ご飯や
めんやパンは私たちの体を動かす「エネ
ルギーのもと」になるものです。この米や
麦に多く含まれる「糖質」は人間が生きて
いくために欠かすことができない栄養素で
す。特に脳は糖質を分解してできる「ブド
ウ糖」だけをエネルギー源にします。足り
なくなると疲れが出たり集中力が続かな
かったりします。毎日3度の食事をしっかり
とりパワーあふれる体を作りましょう。

　今日はクリスマスにちなんだメニューで
す。主菜はフライドチキン、副菜のサラダ
は、ブロッコリーとカリフラワーを使っていま
す。このブロッコリーや、カリフラワーは、花
のつぼみの部分を食べるので、花野菜と言
います。どちらも冬が旬の野菜でビタミン類
を多く含んでいます。今がとてもおいしい季
節です。コーンスープには豆乳を使用しま
した。ケーキもあるので楽しんで食べてくだ
さい。

　今日で２学期が終わります。明日から始
まる冬休みの食生活について話をします。
１．朝・昼・晩の３回の食事をきちんと食べ
ましょう。
２．好きなものだけを食べずに、いろいろな
食べ物を食べましょう。
３．おやつの食べすぎに気をつけましょう。
毎日規則正しい食生活をおくり、楽しい冬
休みを過ごしてください。

※予定日数　小中学校　１９日　　幼児園　１９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）

１２月　こんだて表

※幼児園は一部の献立が変わります。　　１８日　カミカミ豆→未満児はつきません　　　

　・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。（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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かぜの予防には、バランスのとれた栄養
十分な休養、保温、手洗い、
そして規則正しい生活が大切です。

あじ切り身 ４切れ
酒 大さじ１
濃口しょうゆ 大さじ１
白いりごま 大さじ1/2
黒いりごま 大さじ１/2

①あじを酒、しょうゆ、みりんに１５分

ほどつけ下味をる。

②下味のついたあじに、白いりごま・

黒いりごまをふって魚焼きグリル、ま

たはフライパンで焼く。

【作り方】


