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１日

秋は実りの秋といわれ、米や野菜、果物などがたく
さん収穫される季節です。お店にも食べ物が豊富
に並びます。農業の技術が発達し、季節に関わら
ず食べ物が手に入りますが、旬の食べ物は味がよ
く、栄養価も高いのが特徴です。また、「天高く馬肥
える秋」という言葉は、空が澄み渡り高く見える秋
には馬たちも過ごしやすく食欲も増してたくましく育
つといった秋の快適な気候が表現されています。
食べ物から季節を感じられるといいですね。

４日 ５日 ６日 ７日 ８日　

れんこんは９月から冬にかけておいしくなる野菜
です。れんこんには穴が開いていますがこれは
空気の通り道です。水中の泥の中で育つため、
葉を伸ばして水の上から空気を取り込みます。
葉にも穴がたくさん開いていて１つの穴がふさ
がっても他の穴から確実に空気を取り込めるよ
うになっています。この穴によって、向こう側がよ
く見えることから縁起の良い食べ物として昔から
食べられてきました。

おいしい食事もよごれたままの手で食べては台
無しです。手洗いは、ウイルスや食中毒などの
病気から私たちを守ってくれます。必ず石けんを
つけ、約３０秒を目安に、手のひら、指先、指の
間、親指、手の甲、手首をきちんと洗います。つ
めの間も汚れがたまりやすいので、伸びたつめ
は切りましょう。きれいに洗った手は、清潔なハ
ンカチやタオルでふき、消毒をしてから食事をし
ましょう。

秋は気候も良く、スポーツに取り組むにはとても
よい季節です。様々な競技で十分な力を発揮す
るためには健康で丈夫な体が基本です。１日３
回の食事は、主食・主菜・副菜・汁物をそろえ、
規則正しくとりましょう。さらに成長に必要な栄養
に加え、運動によって失われるエネルギーや栄
養素をしっかり補給することが大切です。また、
栄養を効率よく消化吸収するためによくかんで
食べることも大切です。

ほっけは北海道では昔から親しまれている魚
で、北海道を代表する味の一つです。特に水温
の低いところでとれるほっけは身のしまりや、脂
ののりがよく、おいしいといわれています。新鮮
なものは刺身にして食べるようですが、一夜干し
などにしたものを焼いて食べるのが一般的な食
べ方です。食べやすい魚なので、魚の苦手な人
も食べてみてくださいね。

10月10日は目の愛護デーです。勉強、読書、テレ
ビなどで目は疲れていませんか？今日の給食には
目が元気になる食べ物を使いました。それは何だ
か分かりますか？ごはんに入っているにんじんと
すまし汁のこまつな、ゼリーに入っているブルーベ
リーです。ブルーベリーのきれいな紫の実に含ま
れるアントシアニンは目にとてもよいと言われてい
ます。また、にんじんなどの色のこい野菜に含まれ
るビタミンＡも目の働きを助けてくれます。

１１日 １２日 １３日 １４日 １５日

さつま汁という名前はさつまいもが入っているか
ら・・・と思っている人が多いようですが、実は、
昔の薩摩（今の鹿児島地方）の郷土料理で、さ
つま鶏を使うところから、この名前がついたそう
です。この他に、さつまいも、ごぼう、こんにゃく
などいろいろな材料を使い、みそで味付けをしま
す。みなさんのすきな豚汁に似ていますね。たく
さんの材料を使って煮込むので、いろいろなうま
味がでておいしく仕上がります。

みなさんは好き嫌いをしないで食事をしています
か？好きなものしか食べないでいるとその食べ
物がもつ栄養しかとれません。他の食べ物がも
つたくさんの栄養がとれなくなり、イライラしたり、
疲れやすくなったり、体の調子が悪くなることも
あります。食べ物はみなさんの体をつくるもとで
す。いろいろなものを食べて健康な体をつくりま
しょう。

今日はみなさんの大好きな「焼きそば」です。給
食の焼きそばにはたくさんの材料が使われてい
ます。これがおいしさの秘密です。豚肉、いか、
キャベツ、にんじんが入っています。これらの材
料を炒めたところに麺を入れて味付けをしている
ので、たくさんの野菜のおいしさと栄養がたっぷ
り入っています。家で焼きそばを作るときにもたく
さんの材料を入れて作ってみてください。きっと
栄養バランスのよいおいしい焼きそばになりま
すよ。

みなさんはごはんやおかずを交互に食べていま
すか？「お腹の中に入るとどんな食べ方をしても
同じ」と思うかもしれませんが、口の中でごはん
とおかずを一緒に食べることで、だ液の分泌が
よくなり、食べ物の消化吸収が良くなります。ま
た、口に残ったおかずの味もごはんを食べること
で消され、次の料理の味がよくわかり、おいしく
食べられるのです。きょうの給食も交互食べをし
て、おいしく味わって食べましょう。

栗は９月から１０月が旬です。今日は、栗のおい
しさを味わえる栗ごはんです。少し塩が入ってい
るので栗の甘みが引き立ち、ほくほくとおいしい
ごはんになりました。血圧を調整するカリウムや
疲れた体を回復するビタミンＢ１が豊富です。栗
は栄養価が高いので、少しの量でもしっかり栄
養をとることができます。今日は秋においしくな
る鮭と秋に収穫を迎えるりんごを組み合わせま
した。味わって食べてくださね。

１８日《よっかむデー》 １９日《食育の日》 ２０日 ２１日《神戸中メニュー》 ２２日

スポーツ選手は歯や歯ぐきが悪いと試合や競技
で力を出し切ることができないと言われていま
す。昔から、「歯をくいしばる」という言葉がありま
す。ここぞというときに歯をくいしばって力を出し
切るのです。だから、歯や歯ぐきが悪いと力が出
ません。何事も力いっぱいがんばれるように、よ
くかんで食べて歯や歯ぐきを丈夫にしましょう。

給食では地産地消と言って、その土地でとれた
ものをその土地で食べることを勧めています。地
産地消の良さは①近くでとれたものを食べるの
で運ぶ距離が短く、環境によく、お金もかからな
い②近くの人が作ったので誰が作ったか分か
り、安心感がある③近くで作られているので新鮮
で、おいしさと栄養が保たれるなどです。今日は
食育の日なので神戸町や岐阜県の食材を多く
使っています。

今日のカレーには、しめじが入っています。秋の
味覚のきのこの仲間の中でも特に味が良いとい
われます。スーパーなどでは本しめじと書かれ
て売られていることもありますが、正しくは「ぶな
しめじ」という別の仲間です。秋が旬のきのこ類
には、骨や歯を丈夫にするカルシウムを吸収す
るときの手助けとなるビタミンＤが入っています。
しめじ以外にもマッシュルーム、エリンギが入っ
た秋らしいカレーです。

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。わ
かめごはんを主食、豚肉の生姜焼きを主菜、副
菜に神戸町産の小松菜を使ったアーモンド和え
を取り入れてくれました。カルシウムなどを多く
含む2群の食品がしっかりとれるように、ごはん
にわかめを入れたり、デザートにヨーグルトを付
けるなどの工夫をしてくれました。野菜もしっかり
とれるように千切り野菜たっぷりのジュリエンヌ
スープを組み合わせてくれました。

今日の魚は「ハタハタ」という魚です。ハタハタは
主に秋田県沖や石川県、鳥取県沖の日本海で
とれます。今ぐらいから1月にかけてが漁の時期
になります。秋田県では県の魚になっていて、雷
の鳴る11月頃にとれるので、「かみなりうお」の
別名でも呼ばれます。今日は骨まで食べること
ができるようにたつた揚げにしてあります。よくか
んでたべてくださいね。

２５日 ２６日 ２７日 ２８日 ２９日

今日は中華飯です。中華飯は日本で考えられた
食べ方で、ごはんの上に八宝菜をのせたどんぶ
りものです。八宝菜はたくさんの材料を使ったと
いう意味があります。今日は豚肉、たまねぎ、に
んじん、干ししいたけ、たけのこ、いか、キャベ
ツ、ピーマンが入っています。いろいろな食材を
ごはんと一緒に味わって食べてください。

さんまを漢字では、秋の刀の魚と書きます。字の
通り、さんまは刀のように細く長く光り輝いていま
す。そして、秋にたくさんとれる魚でこの時期、脂
がのって味が良くなります。さんまの脂には頭の
働きをよくしたり、血液をサラサラにしてくれる栄
養がたくさん含まれています。今日は、油で揚げ
て甘辛いタレをかけたかば焼き風です。

さつまいもは江戸時代に日本中に広まり、作ら
れるようになりました。荒れた土地でも収穫で
き、エネルギーのもとになる働きもあるので昔、
食べ物が少ない時代に重宝されました。さつま
いもにはエネルギーのもとになる炭水化物だけ
でなく、肌をきれいにしてくれるビタミンCやおな
かの中をそうじしてくれる食物繊維などの栄養が
入っています。

おでんにはみそ味としょうゆ味があります。しょう
ゆ味のおでんが今日の給食の「関東煮」です。
江戸時代に江戸で流行した「煮込み田楽」が大
阪に伝わったもので、関東地方から伝わった料
理ということで、「関東煮」という名前が付けられ
ました。だいこん、さといも、こんにゃくなどを時
間をかけて煮込みます。それぞれの食材から味
がしみだし、おいしくて体の温まる料理です。

10月31日はハロウィンです。ヨーロッパの収穫感
謝祭が始まりと言われています。魔除けのため
に大きなかぶをくり抜き、思い思いの顔を作り、
その中にろうそくをともしました。アメリカではか
ぶの代わりに大きなかぼちゃを使います。仮装
した子供たちは、家々を回り、お菓子をもらい楽
しむ行事です。今日はハロウィンにちなんで、か
ぼちゃを使ったコロッケです。

※予定日数　小学校　　２１日　中学校　　２１日　幼児園　　２１日

※幼児園は一部の献立が変わります。　５日　いかのてりやき焼き　→　幼未：さけのてり焼き　　納豆・花かつお　→　幼未無し　１８日　味付き小魚　→　幼未無し

※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。

※        神戸町産野菜使用の日。（　　）は使用野菜です。　

１０月　こんだて表

※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

（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。）

MILK MILK
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MILK

MILK

MILK

MILK

とりにくのかきピューレやき

ジュリエンヌスープ

あきのしろみそしる

ブロッコリーとキャベツのおかかあえ

さつまいもチップス

りんご

カレーうどんのしる

あつやきたまご

やきぎょうざ

幼１こ 小２こ 中３こ

わかめごはん

だいずとひじきのいために

ほっけのいしるやき

カラフルサラダ

さけのしろしょうゆやき

ごもくきんぴら

ごもくやさいじる
うどん

とりにくのこうみやき

あきのカレー
むぎごはん

ハンバーグのトマトソースかけ

ソフトめん

ぶたにくのしょうがやき

こまつないりポテトサラダ

にくみそソース

とうふとこまつなのすましじる

(こまつな)
(グリーンねぎ)
(しいたけ)

(こまつな)
(グリーンねぎ)

れんこんのはさみあげ
ブルーベリーゼリー

くろしょくパン

さんまのかばやきふう

MILK
にくじゃが

にんじんごはん

あじつきこざかな

（幼未なし）

MILK

MILK

れんこんのサクサクサラダ

とりにくのからあげ
ねぎソースかけ

幼1こ 小２こ 中２こ

ぐだくさんみそしる

むぎごはん

MILK
ブロッコリーのサラダ

MILK

くりごはん

MILK

MILK

ミネストローネスープぶたじる

マーボーどうふ

ちくぜんに

やきそば

MILK あじフリッター

幼未１こ 幼以２こ

小２こ 中３こ

(グリーンねぎ)

さわらのたつたあげ

幼未１こ 幼以２こ

小２こ 中３こ

あきのすましじる

いそかあえ

れんこんいりシューマイ

幼１こ 小２こ 中３こ

こがたバターロールパン

むぎごはん

ささみかつ

だいこんサラダ

こまつなのアーモンドあえ

ちくわのいそべあげ

幼１こ 小２こ 中３こ

はるさめのちゅうかあえこんぶあえ

フルーツのカクテルゼリーよせ

さばのしょうがに

こまつないりやきふのすましじる

いちごヨーグルト

MILK

むぎごはん

むぎごはん

だいこんとあつあげのにもの

さつまじる

(こまつな)

むぎごはん

いかのてりやき

幼未 さけのてりやき

ワンタンスープ

なっとう（幼未なし）

はなかつお（幼未なし）

MILK

むぎごはん

だいこんのちゅうかあえ

かぼちゃのコロッケ

りんごジャム

チキンライスかんとうに

かおりあえおかかあえ

むぎごはん むぎごはん

MILK

かいそうサラダ

こめこととうにゅうの
スウィートシチュー

MILK MILK

ちゅうかはんのぐ しょくパン

キャベツのソテー

かきたまじる だいこんのスープ

むぎごはん

むぎごはん

むぎごはん

ハタハタのたつたあげ

幼未１び 幼以２び

小２び 中３び

サラダ油 小さじ１
ベーコン 40ｇ
たまねぎ １こ
にんじん 1/4本
さつまいも 180ｇ
マッシュルーム 20ｇ
無調整豆乳 160ｃｃ
コンソメ 5ｇ
塩・こしょう 少々
米粉 20ｇ

①ベーコンは短冊切り。玉ねぎはスライス、にんじんは
いちょう切り、さつまいもは皮つきのまま２㎝の角切り

にして水にさらしておく。マッシュルームはスライスし
ておく。

②鍋に油を熱し、ベーコンを炒める。ベーコンから脂が
出てきたら玉ねぎ、にんじん、マッシュルームを加え、

炒める。水300ｃｃを加え、沸騰したらさつまいもを
加え、中火にしてアクを取りながら煮る。

③②にコンソメ、塩こしょうを加え、弱火で煮込む。
④③に無調整豆乳を加え、沸騰してきたら水で溶いた米粉

を加え、とろみをつける。
（豆乳を加えた後に沸騰させ過ぎない）

【作り方】

おいしい 栄養がある

・・・・・ 旬の味覚を味わいましょう♪ ・・・・・

秋に旬をむかえる食材

旬とは、自然の中で育てた野菜や果物がとれる季節や、魚がたくさんと
れる季節のことです。新鮮な旬の食材は、おいしい上に栄養価が高く、市
場に出回る量が多いので、値段が安いという特徴があります。

秋は新米、さんま、さつまいもなど、多くの食べ物
が旬をむかえます。旬ならではのおいしさをぜひ味
わってみてください。

１０月は「世界食料デー」月間です
10月１６日は国連が制定した世界の食料問題につ

いて考える日です。日本では年間約６１２万トンが捨
てられ、これは国民一人あたり、ご飯茶わん1杯分の
食べ物を毎日捨てていることになるそうです。食品ロ
スをそのままにしておくとたくさんの食べ物を無駄に
してしまうだけでなく、環境の悪化を招き、地球規模
の食料危機にも対応できません。食べ方や生活の工夫
で、ぜひ解決したい問題です。 季節限定の貴重な味だと思うと大

切に食べる気持ちが出てきます。

旬の食べ物を使う 家族で一緒に料理をする お買い物は計画的に

作り手になると食べ物への見方が

変わります！

岐阜県では、県民の野菜摂取量
の増加を目指し、「ぎふ野菜
ファースト」事業を行っています。
一日350g以上の野菜を食べるよう
にしましょう。

(グリーンねぎ)

(グリーンねぎ)

(こまつな)(こまつな)

(こまつな) (こまつな) (こまつな)

(こまつな)

(こまつな)


