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竜田揚げは、万葉集にうたわれてい
る、奈良県の紅葉の名所「竜田川」から
生まれた名前です。肉や魚にしょうゆで
下味をつけ、油で揚げた色が赤く見え
ることから、竜田川を流れていく色づい
た紅葉になぞらえて、「竜田揚げ」と名
付けられました。季節を敏感に感じ取っ
て、生活に取り入れてきた、日本の秋
の料理です。

高野豆腐は豆腐を凍らせ、乾燥して作
ります。冷蔵庫に入れなくても長い間保
存できるので、昔から保存食として大切
に食べられていました。血液や筋肉の
もとになるたんぱく質や、骨や歯の材料
になるカルシウムがたくさん入っている
ので、育ち盛りのみなさんにぜひ食べ
てほしい食品です。

今日の副菜は海藻サラダです。日本では昔
から海藻を食べてきました。外国ではほとん
ど食用にされていませんでしたが、最近では
日本食の良さが世界に広まり関心が高まっ
ています。海に囲まれた島国の日本は海藻
の宝庫です。海藻は日本人に不足しがちな
カルシウム、ミネラル、食物繊維、ビタミンを
豊富に含んでいて、しかも低カロリーな食品
です。別名「海の野菜」とも呼ばれます。

みかんはビタミンCがたっぷり含まれて
いて、みかん２個で、大人の１日分のビ
タミンCがとれます。また、食物繊維も
多く、腸の掃除をする働きもあります。
「体の中にビタミンCが欠乏するとカゼ
になりやすい」と言われています。カゼ
をひかないように、予防の意味でも、み
かんを食べましょう。

だいこんのおいしい季節がやってきまし
た。だいこんの青々とした緑色の葉の
部分には太陽の光を浴びてぎっしりと
栄養が詰まっています。捨てずに食べ
てほしい部分です。白い根の部分は寒
くなればなるほど甘くなってきます。こ
れは大根が凍らないように糖分を増や
しているからなんだそうです。今日はだ
いこんのサラダです。おいしく食べてく
ださいね。

１６日 １７日 １８日≪よっかむデー≫ １９日≪食育の日≫ ２０日

生活リズムが乱れると、集中力が続か
ない、体の調子がおかしくなるなど、心
や体のトラブルを招きやすくなります。
元気に毎日を過ごすために生活習慣を
見直してみましょう。食事をする時間を
きちんと決め、ゆっくり味わって食べる
習慣をつけましょう。よく考えておやつ
を食べましょう。毎日体を動かしましょ
う。食べ方、過ごし方に気をつけて健康
的な生活リズムをつくりましょう。

ごはんに合う汁物といえばみそ汁で
す。古くから「みそ汁は不老長寿の薬」
と言い伝えられています。それは、みそ
には体の老化を防ぐ栄養素がたくさん
含まれているからです。そのうえ、野菜
や豆腐、いもなどいろいろな材料を入
れ、具沢山にすると材料の栄養やおい
しさも一緒にとることができます。きょう
はさつまいもの入ったほんのり甘いみ
そ汁です。

11月8日はいい歯の日でした。今年は、
この日が休日となるため、今日をよっか
むデーにしました。よくかんで食べると、
食べ物や料理をよく味わえるだけでな
く、むし歯や肥満などの予防にもなりま
す。また歯並びをよくし、発音や発声が
よくなります。さらに、脳への血液の流
れをよくし、脳の活動を活発にするの
で、集中力を高めたり、ストレスをへら
したりする効果もあります。

毎月１９日は、「食育の日」です。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。今日は、神戸町でた
くさん生産されている小松菜を、アーモ
ンドあえにしました。そして、すまし汁に
はグリーンねぎが入っています。また、
にじますとデザートの柿は岐阜県産で
す。よく味わっていただきましょう。

11月23日は「勤労感謝の日」です。毎
日、当たり前のように食べている食事で
すが、食事は食べ物を育てたり、とった
りしてくれる農家や酪農家、漁師の方
や、町まで届けてくれる流通の方、小売
業者の方、そして調理をする人など、た
くさんの人たちのおかげで食べられる
のです。毎日の食事がいただけること
に感謝の気持ちを込めて、よく味わって
いただきましょう。

２３日 ２４日 ２５日 ２６日 ２７日

２４日は和食の日です。平成２５年にユネス
コ無形文化遺産に日本の食文化として和食
が登録されたことをきっかけに生まれまし
た。和食とは、料理そのものではなく「自然を
尊重する心」に基づいた食べることに関する
日本人の習慣全体を指しています。「一汁三
菜」を基本とし、地域の食材を生かし、季節
の変化や年中行事とともに受け継がれてき
た食文化です。いつまでも伝えていきたいで
すね。

寒さをしのぎながら土の中でエネル
ギーを蓄えて育つ根菜類はミネラルが
豊富で体を温める性質があります。今
日の根菜入りポトフにはだいこん、にん
じん、れんこんが入っています。根菜を
皮ごと食べると血液の流れもよくなり、
体の内側から温まりやすくなると言わ
れています。冬を健康に過ごすために
欠かせない栄養素もたくさん含んでい
ます。

ブロッコリーは、イタリア生まれの野菜
です。キャベツの仲間で、２０００年も前
から食べられていたそうです。ビタミンＡ
やＣ、鉄分、カルシウム、食物繊維をた
くさん含んだ、栄養たっぷりの野菜で
す。花が咲く前のつぼみを食べます。
冬が旬の野菜なので、だんだんと寒くな
るこれからの季節に、いっそうおいしさ
が増してきます。

ししゃもは骨がやわらかく、頭からしっ
ぽまで丸ごと食べることができます。私
たちの体を形作っているのは骨です。こ
の骨が丈夫でないと元気に活動できま
せん。ししゃもを丸ごと食べることによっ
て、骨や歯を作るもとになるカルシウム
をたっぷりとることができます。また筋
肉のもとになるたんぱく質もとることが
できるので成長期のみなさんにぴった
りの魚です。

３０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、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。

※予定日数　小学校　　１９日　　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。　

１１月　こんだて表

さけは栄養たっぷりの魚です。体を作る
たんぱく質や体の調子を整えるビタミン
も多く含んでいます。さけに多く含まれ
ているビタミンＤは、「骨のビタミン」とも
言われ、骨を丈夫にするビタミンです。
カルシウムと一緒にとると吸収を助ける
働きがあります。今日は、バターじょう
ゆで味付けをし、香ばしく焼きました。
旬のさけを味わって食べてください。

※幼児園は一部の献立が変わります。　　　　　　１日　大学いも　→　未満児　ゆでさつまいも
　１８日　味付小魚　→　未満児なし   　   １９日　にじますのから揚げ甘だれかけ　→　幼児園　あじフリッター　　 柿　→　未満児なし

（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。）

大学いもは、さつまいもを油で揚げ、甘
辛いたれをからませたものです。大正
時代に、東京の神田あたりに住んでい
た大学生が好んで食べていたから、こ
の名前がつけられたといわれていま
す。さつまいもには、体をあたためた
り、運動をする力のもとになるデンプン
がたくさん含まれています。また、から
だの調子を整える、ビタミンＣや、食物
繊維もたくさん含まれています。

今日は今が旬のさんまを生姜で煮つけ
ました。さんまにはたんぱく質やビタミン
Ａ・Ｂ１・Ｂ２が豊富に含まれています。
また脂に含まれる「ＤＨＡ」という成分は
頭の働きを活発にすると言われていま
す。今日は骨まで柔らかく煮てあるの
で、カルシウムもしっかりとることができ
ます。甘辛いたれの味でごはんがすす
みます。

食事をするとき、背中を丸める、机にひ
じをつく、ほおづえをつくなどして、前か
がみで食べていませんか。このような
姿勢で食べるのは、見た目が悪いだけ
でなく、胃が押されて消化にもよくあり
ません。また、肩こりや腰痛、筋肉疲労
などの原因になることもあります。よい
姿勢で食べることを心がけましょう。
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【材料】４人分
角切り高野豆腐 35ｇ 玉ねぎ 中1/2個
じゃがいも 中1個と半分 にんじん 1/2本
和風だしの素 小さじ1/2 ざらめ小さじ2 酒 小さじ1
濃口しょうゆ 大さじ１と1/2 ツナ ５０ｇ 冷凍えだまめ 50ｇ

【作り方】
①高野豆腐は水で戻して、しぼっておく。玉ねぎは千切り、にんじん
はいちょう切り、じゃがいもは一口大に切って、水にさらしておく。

②水150ccが沸騰したら、酒、和風だし、ざらめを加え、ざらめが溶
けたところでしょうゆを加える。

③②が沸騰してきたら、たまねぎ、にんじん、じゃがいもを加え煮る。
④じゃがいもに完全に火が通る前に、油切りしたツナと高野豆腐を加
える。

⑤仕上げに下ゆでをし、さやから出したえだまめを加える。

「和食の日」

近年は、米の消費量が減り、脂質のと
りすぎによるバランスの崩れが心配さ
れています。主食であるお米を中心に
魚や豆類、海藻といった食品からなる
「日本型食生活」を毎日の食事にぜひ
取り入れましょう！
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