
令和４年度

神戸町学校給食センター

月 火 水 木 金

７日《幼児園のみ》 ８日

新学期がスタートしました。新しい学年に
進み、新入生にとっては新しい学校での１
年が始まります。希望や期待で胸がいっぱ
いのことでしょう。学校での学びや活動を
いきいきと行うためには何より健康が大切
です。食事はその大きな基礎となります。
今年も１年間、バランスのとれた食事を心
がけ、それぞれの目標に向かってがんばり
ましょう。

１１日 １２日 １３日 １４日 １５日

今日は給食当番の服装について話しま
す。給食当番は白衣を着て帽子をかぶりま
すね。髪の毛はきちんと帽子の中に入って
いるでしょうか。私たちの髪の毛は１日に５
０～１００本もぬけて生え代わっています。
食べ物に髪の毛が入らないようきちんと帽
子をかぶるのはとても大切なことなので
す。また、マスクはきちんとしていますか。
マスクで口と鼻をしっかりおおうことが大切
です。クラスのみんなが食べる給食なの
で、衛生的に配膳をしましょう。

みなさんは、今朝、朝ごはんを食べてきま
したか？朝ごはんを食べてこないと、力が
抜けて元気が出なかったり、気分が悪く
なったりします。授業中もイライラしたり、外
で運動する気にもならなくなります。私たち
が１日３回に分けて食事をするのは、１日
中元気に運動したり、勉強したりするため
に必要な栄養をとるためです。早寝、早起
きは健康への第一歩、朝ごはんは１日の
元気の元です。必ず食べてから登校しま
しょう。

今日の主食は米粉食パンです。岐阜県産
の小麦粉や米粉を入れて焼き上げてあり
ます。給食のパンの量は小学校低学年、
中学年、高学年、そして中学校と大きさが
分かれています。小学校3年生、5年生、中
学校1年生のみなさんは昨年度よりパンの
大きさが少し大きくなっています。学年が
上がると必要な主食の量も増えます。しっ
かり食べるようにしましょう。

新じゃがのおいしい季節になりました。み
ずみずしくビタミンを多く含んでいます。ビ
タミンは、熱に弱く、煮たり炒めたりすること
でこわれてしまうのですが、じゃがいもに含
まれるビタミンＣは、でんぷんに守られてい
るためにほとんど失われません。他の食べ
物と違い、調理をしてもたっぷりとビタミンＣ
をとることができます。ビタミンＣは肌によ
く、コラーゲンを作る手助けをしたり、血管
や神経を丈夫にする働きがあります。

「食物せんい」という言葉を聞いたことがあります
か？食物せんいは、からだの中で栄養としての
働きはありませんが、おなかの掃除をして排便
（はいべん）をうながします。また、食べすぎを防
ぐため、肥満予防にもなります。今日の給食で
は、野菜、ひじき、大豆に食物せんいが多く含ま
れています。食物せんいを英語ではファイバーと
いいます。そこで、今年度から５のつく日をファイ
バーの日として食物せんいたっぷりの日、野菜
たっぷりメニューの日にしていきます。

１８日 １９日《食育の日》 ２０日 ２１日 ２２日

みなさんは「五目」とつく料理をいくつ言え
ますか？「五目きんぴら」「五目豆」「五目ご
はん」などがありますね。「五目」という料理
に共通していることは、どれも何種類かの
材料が使われているということです。今日
は五目うどんです。汁の中にたまねぎ、に
んじん、しいたけ、油あげ、ねぎなどが入っ
ています。いろいろな材料を使うことで、彩
りもよく、栄養のバランスもよくなります。

神戸町では毎月１９日を「食育の日」と
し、地場産物を多く取り入れた献立に
しています。主菜のさけは、神戸町の
しょうゆで味付けをして焼いてありま
す。煮物は神戸町の小松菜を入れた
麩が入っています。また、すまし汁に
は小松菜を入れました今年度も地域
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。

みなさんは好き嫌いをしないで食べて
いますか。食べ物にはそれぞれ違う栄
養があります。いろいろなものを食べ
ることによってみなさんの体を大きくし
てくれたり、元気に生活できるようにし
てくれます。苦手なものがある人は少
しずつ食べられるようにしていきましょ
う。そして、苦手なものを一つでも減ら
していけるといいですね。

チンジャオロースーは中国料理の一つ
です。「チンジャオ」がピーマンを、
「ロー」は肉、「スー」は細切りという意
味です。つまり、ピーマンと肉の細切り
料理ということになりますね。ピーマン
を苦手としている人も多くいると思いま
すが、ビタミンを多く含む野菜で、体の
調子をよくしてくれる働きがあります。
お肉と一緒にたっぷりとりましょう。

４月のキャベツは「新キャベツ」といって葉が柔ら
かく甘みがたっぷりです。ビタミンCやビタミンU
が多く含まれ、おなかの調子を良くしてくれます。
キャベツなどの色のうすい野菜は、１日に２００ｇ
食べると良いと言われています。１回の食事で生
野菜をたくさん食べることは難しいですが、今日
のように汁物に入れたり、炒めものにしたり、ゆ
でたりして、かさを減らすとたくさんの量を食べる
ことができます。今日はみそ汁に新キャベツを入
れました。春のキャベツを味わって食べてくださ
いね。

２５日

　

２６日 ２７日 ２８日《よっかむデー》 ２９日

もずくは沖縄の海でとれる海藻で、旬は４
月～７月です。保存性を高めるために、味
付けしたり乾燥させたりして１年中食べるこ
とができます。もずくに多く含まれる食物せ
んいは、おなかの調子を良くする働きがあ
ります。また、糖尿病や高血圧、動脈硬化
といった生活習慣病の予防をしてくれる栄
養も多く含まれます。もずく酢として食べる
ことが多いですが、今日のように汁物に入
れると苦手な人でも食べやすいと思いま
す。

今日のごはんは春のかおりがしません
か？今日はとれたてのたけのこをたくさん
使ったまぜごはんです。筍（たけのこ）は成
長が早く、芽がでてから、10日で竹になっ
てしまうことから、野菜やくだものなどが一
年中で最もおいしく、たくさん出回る時とい
う意味の「旬（しゅん）」という字があてられ
ました。たけのこは食物せんいがとてもたく
さん含まれ、カロリーが低いので、ヘル
シーな食材です。お腹の調子を整えてくれ
ます。

食事の前には、手をきれいに洗いましょ
う。おいしい食事もよごれたままの手で食
べてはだいなしです。手洗いはかぜや食
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秒間をめや
すに、手のひら、指の間、指先、手首をきち
んと洗いましょう。つめの間にはよごれが
たまりやすく、落としにくいので、長くのびた
つめはきちんと切っておきましょう。

みなさんは食べ物を口の中で何回かんで
飲みこんでいるか意識したことがあります
か。よくかむという動作は、だ液と食べ物を
まぜ合わせることによって、体の中での消
化を助けます。他にも口の中でだ液がたく
さん出ることによってむし歯を予防する効
果があるといわれています。今日はよっか
むデーです。かむことを意識できる食材を
多く取り入れています。月に一度登場しま
すが、それ以外でもよくかんで食事をする
ことを心がけましょう。

※予定日数　小学校　　１５日　中学校　　１５日　幼児園　　１６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。　

４月　こんだて表

※幼児園は一部の献立が変わります。　　８日（金）黒米ごはん→未満児は麦ごはん　　２８日（木）いかのてり焼き→未満児はさけのてり焼き

　・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。）
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食事について正し
い理解を深め、健全な食
生活を営む判断力や望ま
しい食習慣を養う。

適切な栄養の摂取に

よる健康の保持増進。

明るい社会性と協

同の精神を養う。

食料の生産、流通

及び消費について、正

しく理解する。

伝統的な食文化を

理解する。
食生活が多くの人々

の勤労に支えられている
ことを理解し、感謝する。

自然の恩恵への理
解を深め、生命、自然
を尊重する精神や環境
の保全に寄与する態度
を養う。

【材料（４人分）】
切り干し大根 12ｇ しょうゆ 小さじ２
こまつな 120ｇ みりん 小さじ2/3
にんじん 20ｇ きざみのり 適量

【作り方】
①切り干し大根は洗ってもどし、食べやすい長

さに切る。にんじんは千切りに切る。

②こまつなは熱湯でゆで、２㎝に切る。切り干

し大根、にんじんもそれぞれゆでて冷まして

おく。

③しょうゆとみりんを煮立たせ、アルコールを

とばし、冷ましておく。

④ゆでた野菜と調味料、きざみのりで和える。

元気いっぱいの新入園児、新入

生を迎え、給食が、はじまります。
本年度も「安心安全でおいし
い給食」を目指します。

○学校給食の栄養
学校給食は、1日に必要な栄養

素のおよそ１／３がとれるように
考えられています。
特に家庭でとりにくいカルシウ

ムやビタミンは多めにとれるよう
に献立の内容が工夫されています。

給食の前後に、せっけん
できれいに手を
洗いましょう。

姿勢よく、静かに
よくかんで
食べましょう。

給食当番は
必ず健康
チェックをし、
きちんと

身じたくを

整えましょう。

食事のあいさつは
こころを込めて。

1日3食バランスよく！
食事をぬくと野菜の摂取量も減ってし
まいます。朝からしっかり食べましょう。
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