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　お正月は、1年で最も重要な節句なの
で、お正月料理のことを「お節料理」と呼
び、縁起をかついだ様々な料理が出され
ます。家族みんなが、病気をしないで健
康で1年を過ごせるように、家が豊かで栄
ますようにという願いがこめられていま
す。今日の主菜は、お節料理の中から、
出世魚と呼ばれる「ぶり」の照り焼きを取
り入れました。また、すまし汁はおもちを
入れてお雑煮風にしました。

　お正月のおもてなし料理と言えばすき焼
きですね。肉や野菜を甘辛いタレで味付け
します。昔は肉食が禁止されていたため、
すき焼きが食べられるようになったのは明
治になってからです。関東と関西では作り
方が違い、関東では煮汁を作ってから肉
や野菜を入れて作り、関西では鉄鍋で肉
を焼いてから調味料を入れ具材を加えて
作ります。すき焼きと言えば牛肉ですが、
今日は豚肉を使ったすき焼きです。

　今日は給食で人気のあるれんこんチッ
プスです。パリパリの食感がおいしいで
すね。れんこんはビタミンＣ、食物繊維、
カリウムを多く含んでいます。特にビタミ
ンＣは熱によって壊れにくいので、疲労
回復、カゼの予防などに効果がありま
す。また食物繊維は腸の活動を活発にし
てくれます。カリウムはとりすぎた塩分を
からだの外に出す働きがあり血圧を下げ
る機能があると言われています。

１３日

           成人の日

１４日《よっかむデー》 １５日 １６日 １７日

　　今日はよっかむデーです。よくかむこ
とを意識して食べましょう。主菜のいかは
適度な弾力があってかみごたえがありま
す。味付けには西濃地方でとれたゆずを
使いました。ほのかな酸味と良い香りで
おいしくいただけます。ゆずにはビタミン
Ｃやクエン酸が豊富に含まれています。
クエン酸は、カルシウムなどのミネラルの
吸収を助ける作用があるので、カルシウ
ムを含む食品と食べることでカルシウム
の吸収がよくなります。

　カゼやインフルエンザなど病気にかか
りそうになったとき、体は抵抗力を働かせ
て病気を退治しようとします。病気のとき
に見られる症状の多くは、体が病気とた
たかっていることの表れです。この抵抗
力を高める秘訣（ひけつ）は、早寝・早起
きをして規則正しい生活を送る、適度な
運動をする、そして栄養バランスの整っ
た食事を朝・昼・夕の３回きちんととること
です。日頃から気をつけて病気に負けな
い体を作りましょう。

　冬休み、３連休とお休みが続きましたが
生活リズムは整っていますか？勉強や運
動に自分の力をしっかりと発揮していくた
めには朝ごはんが重要です。私たちの脳
は「ブドウ糖」という栄養だけをもとにして
動いています。この「ブドウ糖」は米やパン
などの穀類に含まれている栄養です。朝
の冷え込みが厳しく起きるのがつらい季節
ですが、朝ごはんを必ず食べて、寝ている
間に減ってしまった「ブドウ糖」を脳に補給
しましょう。

　寒い季節にうれしいのは、からだが芯
（しん）から温まる食事ですね。からだを
温める食品の一つは、根菜類です。大
根・人参・ごぼう・れんこんなど土の中で
育つ野菜です。根菜類になぜ体を温める
作用があるかというと、それは水分が少
なく、ビタミンC、Eや鉄などをはじめとす
るミネラルを多く含むものが多いためだと
考えられています。今日はそんな根菜類
がたっぷり入ったみそ汁です。食事でか
らだを温め、寒い冬を乗り切りましょう。

２０日《学校給食週間》 ２１日《神戸町メニュー》 ２２日《岐阜県メニュー》 ２３日《神戸中メニュー》 ２４日《神戸町メニュー》

　学校給食は、明治２２年に山形県で始
まり全国に広がっていきましたが、戦争
によって一時中断されていました。戦後、
外国からの救援物資で再開されたことを
記念し感謝の気持ちを忘れないために、
１月２４日を給食記念日とし、３０日までを
「給食週間」としました。神戸町では、今
日から学校給食週間にちなんだ料理を
出していきます。今日は岐阜県産の食材
を多く使用したメニューです。

　今日は神戸町メニューの日です。定番
の小松菜とグリーンねぎのほか、鯖の味
付けには神戸町のしょうゆを使いました。
神戸町の小松菜は１年中ハウスで栽培
されいつでも食べることができます。岐阜
県で一番生産量が多いのが神戸町で
す。小松菜にはビタミンＡが多く含まれて
いるので、体の抵抗力を強め、皮ふや粘
膜を保護する働きがあります。たくさん食
べてカゼに負けない体を作りましょう。

　今日は岐阜県メニューの日です。主菜
は郡上市の名物明宝フランクです。国産
豚肉を１００％使い、保存料は使わず、添
加物も極力少なくして作られているそうで
す。ところでフランクフルトとウィンナーの
違いは知っていますか？どちらも肉を細
かく刻んで腸詰めにしたものですが、日
本では太さによって２０ミリ未満をウィン
ナー、２０ミリ以上３６ミリ未満をフランクフ
ルト、３６ミリ以上をボロニアと呼んでいま
す。

　今日は神戸中の生徒の皆さんが家庭科
で学習したことを生かして考えてくれたメ
ニューです。豚肉を主菜とし、５大栄養素
をまんべんなくとれるように、副菜にはひじ
きの炒め煮、みそ汁は具だくさんにしてビ
タミンをとれるようにと工夫してあります。
ひとつの食品ですべての栄養を充たすも
のはありません。食べ物によって体の中で
の働きが違うのでいろいろな食べ物を組
み合わせて食べることが大切です。

　今日は神戸町メニューの日です。いつ
もより多くの神戸町産の食材を取り入れ
てあります。主菜の豆腐ハンバーグは神
戸町のみそで作った甘辛いタレをかけて
いただきます。すまし汁には生しいたけ、
グリーンねぎ、小松菜入りの焼き麩を入
れました。また和え物には冬においしさ
や栄養がアップするほうれん草を使いま
した。神戸町にはたくさんの食材がありま
す。地元の味にふれ、地域の良さを見直
しましょう。

２７日
　

２８日 ２９日 ３０日
　

３１日

　皆さんは食べられるカビがあることを
知っていますか？麹（こうじ）はカビの一
種で、食べ物に「発酵」という良い変化を
もたらします。米や麦、大豆がみそやしょ
うゆになるのは、麹が発酵を手伝ってい
るからです。発酵すると食べ物の風味が
良くなり栄養が増します。今日は麹と塩と
水で作った調味料「塩麹」で鮭に味をつ
けて焼きました。麹の力で鮭のうま味を
引き出し、やわらかく仕上げてくれます。

　今日はえのきたけの入ったみそ汁で
す。人工栽培で1年中出回っている「えの
きたけ」ですが、天然のものは寒い時期
に「榎木」という木の根元や切り株に生え
ます。うまみの素の「グルタミン酸」が多
く、さまざまな料理の味わいに、おいしさ
をプラスします。また、食物繊維とビタミン
B1・B2が多く含まれています。ビタミンは
水に溶け出してしまいますが、みそ汁
や、鍋ものにして汁ごと食べれば栄養を
逃しません。

　今日の「焼きそば」にはたくさんの量の
キャベツが使われています。キャベツ
は、ビタミンＣを多く含む野菜です。また
消化を助けておなかによいと言われるビ
タミンＵも多く含まれています。 生のまま
だと、とてもかさばりますが、炒めるの
で、かさが減り、たくさんのキャベツを食
べることができます。健康を守るために、
野菜をたっぷり食べることが大切です。

　手には、目に見えるよごれだけでなく、か
ぜのウイルスなど、目に見えないバイキン
もたくさん付いています。せっけんできちん
と手洗いをすることで、よごれやバイキン
をきれいに落とすことができます。親指、
指先、指の間はとくに洗い残しが多いの
で、意識して、ていねいに、しっかり洗いま
しょう。水が冷たくても、食事の前は手洗
いをきちんとしましょう。

　冬の代表的な野菜といえば白菜です。
100年くらい前に中国から伝わりました。
日本では大根についでよく作られていま
す。なべ物には欠かせない野菜ですね。
かぜをひきにくくするビタミンCがたくさん
含まれているので、野菜の少ない冬には
欠かせません。今日は肉団子やきのこと
一緒に寄せなべにしました。汁ごと飲み
干すことによって、色々な具材から溶け
出したうま味と栄養を丸ごととることがで
きます。

※予定日数　小学校　　１７日、　中学校　　１７日、　幼児園　　１７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）

※        神戸町産野菜使用の日。（　　）は使用野菜です。　

１月　こんだて表

（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。）

　・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

【作り方】

①白菜はざく切り、玉ねぎは１㎝幅の

薄切り、にんじんは短冊切りにする。

②厚手の鍋かフライパンに油をひき、

短冊切りにしたベーコンを炒め、①

の野菜も炒める。

③材料がかぶるくらいの水とクリーム

コーンを加え、野菜が柔らかくなる

まで煮る。

④コンソメと牛乳を加えてひと煮立

ちさせ塩こしょうで味をととのえる。

⑤米粉を同量の水で溶き、④に流し

入れる。中火で加熱しとろみがつい

たら完成。
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炒め油 小さじ１
ベーコン ６０ｇ
白菜 小１/4こ
玉ねぎ 小１こ
にんじん １/4本
クリームコーン缶 ８０ｇ
牛乳（豆乳） 200ｃｃ
固形コンソメ １こ
塩こしょう 適宜
米粉（上新粉） 大さじ１

(こまつな)

(こまつな)

(こまつな)

（みずな）

(グリーンねぎ) (グリーンねぎ)

1月は「睦月」ともいいます。親戚や知人が互いに行き交って「仲睦ま

じく」する月から名付けられたそうです。１年の初めの月であり、その年を

健康に過ごすための願いが込められたいろいろな行事が行われます。


