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５月５日は「端午の節句」です。子ども
が健やかに成長することを願って、お
祝いをします。菖蒲（しょうぶ）の節句と
も呼ばれ、けがや病気にならないよう
に、強い香りをもつ菖蒲を、お風呂に
入れます。鯉のぼりを飾るのは、将来
立派に成長してほしいという思いが込
められています。今日は少し早いです
が、給食にちまきをつけました。

わかめの旬は春です。わかめは、鮮
度が落ちるのが早いので多くが乾燥さ
れて乾物として売られています。他に
も、塩漬けにして鮮度を保たせた「塩
蔵わかめ」などがあります。私たちが
日ごろ食べているのは、わかめの葉っ
ぱの部分で、汁物やサラダ、酢の物に
使われます。茎の部分は、茎わかめと
呼ばれ、炒め物や漬物、煮物に使わ
れています。

９日 １０日 １１日 １２日 １３日

連休が終わりましたが、今日は元気に登校
することができましたか？生活のリズムがく
るうと体調を崩す人がいます。そうならない
ように次のことに気を付けましょう。①早く
寝る。決まった時間に布団に入るようにし
ましょう。②早くおきる。太陽の光を浴びる
と目覚めが良くなります。③朝ごはんをしっ
かり食べる。朝ごはんは生活のリズムを整
え、１日を元気に過ごすもとになる大切な
食事です。健康な体作りのために毎日きち
んと朝ごはんを食べて登校しましょう。

春には、タラの芽やぜんまい、わらびなど
の山菜がとれます。山菜には苦みやアクが
ありますが、調理方法を工夫することでお
いしくいただけます。春先に苦みのあるも
のを食べることで、冬の間に弱くなっていた
胃腸を刺激し活発に働くようにうながして、
たまった老廃物をからだの外に出してくれ
ます。今日は、「たけのこ」や「ふき」の入っ
た煮物です。春の味覚を味わって食べてく
ださい。

「新じゃが」の季節になりました。今の
時期に使うじゃがいもは、新じゃがとい
い、皮が柔らかく、指でこするだけでむ
けてしまうほど薄く、皮付きのまま料理
しても食べることができます。新じゃが
は、とれたてなので、ビタミンＣも多く、
えぐ味もありません。今日はこのみず
みずしい新じゃがときゅうりでサラダに
しました。

今日は豆腐をたっぷり使った中華煮です。
豆腐は、大豆からできています。中国で生
まれた大豆は、今では世界中で栽培されて
います。植物でありながら、肉と同じくらい
のたんぱく質という栄養が入っていることか
ら「畑のお肉」といわれます。大豆は、様々
な食べ物に形を変えて食卓に登場します。
まだ熟さない豆は枝豆として食べられ、熟
した大豆から豆乳が作られ、豆腐ができま
す。

「目に青葉　山ほととぎす　初がつお」という
俳句を聞いたことがありますか。目にはき
れいな新緑、耳には山で鳴くほととぎすの
きれいな鳴き声、そして口にはおいしい初
がつおという初夏の様子をよんだ有名な俳
句です。昔の人は、黒潮にのって日本近海
でとれる「初がつお」をとても楽しみにして
いました。5月はそんな初がつおの季節で
す。今日はかつおフライです。季節の味を
楽しみましょう。

１６日 １７日 １８日《よっかむデー》 １９日《食育の日》 ２０日

岐阜県では、お米を作っていない田んぼ
に、麦や大豆を作ることを進めています。
給食にもおいしい岐阜県産の大豆がたくさ
ん使えるようになりました。「畑の肉」と言わ
れるように、栄養たっぷりの大豆を食べて
もらえるよう、味付けを工夫しながら、煮物
やサラダ、洋風の煮込み料理などに取り入
れています。今日は大豆が入ったサラダ、
「ビーンズサラダ」です。

日本人の主食「お米」。私たちには欠かせ
ない食材です。 ユネスコの無形文化遺産
に登録され世界から注目を集めている和
食。ごはんを中心に一汁三菜を基本とする
食事スタイルは理想的な栄養バランスと言
われています。給食でもいろいろなおかず
とともにごはんを味わっていますね。給食
で使っているお米は、西濃地方でとれる
「ハツシモ」１００％です。しっかりとした歯ご
たえがあり、味はあっさりしていて、冷めて
もおいしい自慢のお米です。

今日は「よっカムデー」です。かみごたえの
ある、ごぼうのサラダをつけました。よくか
むとだ液がたくさん出て、むし歯予防や消
化吸収に効果があります。またよくかむこと
で、食べ物を味わうことができ、さらにゆっく
り食べることで、満腹感を感じやすくなり、
食べ過ぎを防ぐこともできます。また、ごぼ
うのように食物せんいが多い食品は、かん
でいる間に歯についた汚れを歯ブラシのよ
うに落としてくれます。今日もよくかんで食
べてくださいね。

今日は、食育の日の献立です。今月も岐阜
県産の食材を多く取り入れました。ちくわの
おちゃてんぷらに使われているお茶はお隣
の町、揖斐川町で栽培されたものです。す
まし汁に入っている焼き麩をよく見るとほん
のり緑色をしていますね。これは神戸町の
こまつなが入っているからです。町内の麩
を作っている会社で作ってもらいました。ど
ちらも味わって食べてくださいね。

ナムルは朝鮮半島の家庭料理の一つで、
もやしやほうれん草などの野菜やわらびな
どの山菜、野草を塩ゆでしたものを調味料
とゴマ油であえたものをいいます。またそう
した食用の野菜、山菜のこともナムルと言
います。それぞれの地域や家庭で様々な
材料を使い味付けも辛い物や酸味を利か
せたものもあります。今日は、神戸町のこ
まつなでナムルを作りました。

２３日
　

２４日 ２５日 ２６日 ２７日

ぎょうざは点心という料理のひとつで
す。点心とは中国料理の軽い食事や
おやつのことで、中国では朝ごはんに
点心を食べます。点心には甘い味と塩
味の2種類があります。塩味の点心は
ぎょうざの他にシューマイや春巻き、
ラーメン、チャーハン、おかゆなど日本
でもおなじみの料理があります。

ひじきは、夏から秋にかけて芽を出し、
春に大きく成長します。ひじきには、骨
や歯を丈夫にするカルシウム、血液を
つくるために必要な鉄分、お腹の調子
を整える食物せんいが多く含まれてい
ます。また、髪の毛や爪、肌の健康を
保つ栄養もあります。きょうは大豆と一
緒に炒め煮にしました。栄養たっぷり
です。しっかり食べてくださいね。

今日の魚はきびなごです。10㎝程の細長
い魚です。体の側面にはきらきらとした銀
色と青色の帯の模様があるきれいな魚で
す。春から初夏にかけて九州地方でたくさ
ん獲れます。特に産地である鹿児島県では
「帯」の事を「きび」ということからきびなごと
呼ぶようになったと言われています。頭か
ら丸ごと食べることができるので、よくかん
で食べることができるうえ、カルシウムを
たっぷりとることができます。季節の魚を味
わって食べてくださいね。

「いただきます」「ごちそうさまでした」の食
事のあいさつを給食の時間では、みんなで
そろって言うことができますね。家やお店で
はどうでしょうか。食べ物には、どれも命が
あり、食材を作ったり、収穫するために多く
の人の努力があり、みんなのために料理を
作る人がいます。命をいただき、人の苦労
や努力があって、やっと食べることができる
のです。感謝の気持ちをこめながら、食事
のあいさつを忘れないようにしましょう。

アジはほぼ１年中とれる魚ですが、いちば
んおいしい時期はこれからです。日本のほ
とんどの海に住んでいて、とても身近な魚
です。アジの仲間には、「マアジ」「ムロア
ジ」「シマアジ」などがいますが、中でも「シ
マアジ」は最高級とされています。アジは、
サバやサンマと同じ「背の青い魚」の仲間
で、体によいとされる、「EPA」「DHA」などの
脂がたくさん含まれています。味は、ほか
の魚と比べ、クセがなくさっぱりと食べられ
ます。

３０日 ３１日

豚肉は、給食でよく使う食材の一つで
す。豚肉に多く含まれる栄養はビタミン
B1です。ビタミンB1は、疲れをとった
り、消化を助けたり、イライラを防いでく
れたりする効果があります。なので、
豚肉は疲れた体を回復させるのにとて
も良い食べ物です。これから暑くなり、
体が疲れやすくなる季節にピッタリの
食べ物ですね。

チンゲンサイは、中国から伝わった野菜の
中で最も身近な野菜のひとつです。　日本
に伝わったのは歴史が浅く、１９７０年代で
す。チンゲンサイの旬は、秋ですが、生育
期間が短く、気温の変化に強いことから、
ハウス栽培も活用して、１年中出回ってい
ます。カルシウムやビタミンAやC、食物せ
んいなどが豊富な野菜です。肌や皮膚を
若々しく保つ作用、便秘の改善、生活習慣
病の予防などの効果が期待できます。

※予定日数　小学校　１９日　　　中学校　１９日　　　幼児園　１８日
※幼児園は一部の献立が変わります。     24日（火）　いかのねぎ塩焼き→未満児：さけの塩焼き　　

　　　　31日（火）　キムタクごはん→未満児：麦ごはん
※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。　

５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。）

MILK MILK

MILK

MILK

MILKMILK

むぎごはんむぎごはん

ささみのレモンに

とりにくのてりやき

じゃがいものそぼろに

ミートソース

ビビンバのぐ

たまねぎのしろみそしる

フルーツあんにんどうふ

かつおフライ

あつやきたまご

くろしょくパン

アスパラとキャベツのおかかあえ

さけのオリーブやき

じゃがいものあわせみそしる

ぶたにくのこんさいどんぶりのぐ

ナムル

キャベツのしろみそしる

ビーンズサラダ
ごぼうのサラダ

じゃがいもときゅうりのサラダ

きりぼしだいこんのいために

とうふとえのきのすましじる

(こまつな)
(グリーンねぎ)

はるまき

むぎごはん

MILK

MILK

だいずとひじきのいために

キャベツのかおりあえ
MILK

こまつないりあわせみそしる

MILK

レモンムース

いかのねぎしおやき

幼未 さけのしおやき

ソフトめん

MILK

むぎごはん

とうふのちゅうかに

ふきごはん

きびなごフライ

幼１び 小２び 中３び

ミネストローネスープ

たけのことやさいのうまに きゅうりのゆかりあえ

かきたまじる

ジュリエンヌスープ

さばのこうみやき

なつみかんゼリー

MILK

みしょうかん

むぎごはん

キャベツとぶたにくのみそいため

小中 ちまき
幼 ゼリー

MILK りんごジャム

フライドポテト

こめこしょくパン

(グリーンねぎ)

MILK

ちくわのおちゃてんぷら

幼１こ 小２こ 中３こ

ちゅうかスープ

むぎごはん

なめし

MILK

むぎごはん

チンゲンサイのスープ

こまつないりやきふのすましじる

ぶたにくのこうみやき

むぎごはん

むぎごはん

やきぎょうざ

幼１こ 小２こ 中３こ

とりだんごじる

MILK

あじのマリネ

こまつなのアーモンドあえ

むぎごはんごもくやさいじる

ヨーグルト

わかめスープ

だいこんのちゅうかあえ

ごぼうチップス

わかめとたまねぎのみそしる

おかかあえ

むぎごはんうどん

MILK

チキンカレー

かいそうサラダ

さんさいうどんのしる

MILK

いそあえ

ひじきいりハンバーグの
わふうソースかけ

むぎごはん

MILK

キムタクごはん

幼未 むぎごはん

レバー入りしろごまつくねのみそかけ

幼未１こ 幼以２こ 小２こ 中３こ

(こまつな)

シューマイ
幼１こ 小２こ 中３こ

新年度が始まって早くも１か月、吹く風も爽やかで、若葉のきれいな季節にな
りました。新しい環境にもすっかり慣れてきた一方で、ゴールデンウィーク明け
は疲れが出て体調を崩しやすい時期でもあります。学校がある日はもちろん、休
みの日にも早寝・早起きを心がけ、朝ごはんをしっかり食べて１日を元気にス
タートさせましょう。

早寝・早起き
を心がける

朝・昼・夕の
３食をしっかり
食べる

日中は
元気に
体を動かす

【材料 4人分】

じゃがいも 80ｇ（中１個）
にんじん 30ｇ（中1/5本）
きゅうり 60ｇ（１/２本）
ホールコーン30ｇ
〈ドレッシング〉
酢 大さじ2/3
薄口しょうゆ 大さじ1/2
砂糖 大さじ1
塩 少々
サラダ油 大さじ1/2

【作り方】
①じゃがいもはマッチ棒ほどの千切
りにして水にさらす。
②にんじん、きゅうりもじゃがいも
に合わせて千切りにする。
③野菜をゆでて冷ましておく。
④調味料を合わせてドレッシングを
作り、③の野菜と和える。

夏が旬の野菜は、みずみ
ずしく、体を冷やす効果
があるものが多いです。

秋が旬の野菜は、水分が
少なく、冬まで保存がで
きる根菜類が多いです。

春が旬の野菜は、苦味

があるものが多いです。

冬が旬の野菜は、凍らない
ように糖度が高くなるため、
甘味を感じるものが多いで
す。

(グリーンねぎ)

(グリーンねぎ)

(グリーンねぎ) (グリーンねぎ) (こまつな)

(こまつな)
(グリーンねぎ)


