
令和４年度

神戸町学校給食センター

月 火 水 木 金

１日 ２日 ３日
 

６日 ７日 ８日《よっかむデー》 ９日 １０日《神戸小６の１アイディア献立》

　今日は、中学3年生のみなさんの卒業祝
い献立です。３年生のみなさんは９年間親
しんできた給食ともいよいよお別れです。学
校給食は、児童生徒の成長と、健康を願っ
て作られています。個人の好みもあるで
しょうが、健康のためには、好き嫌いをしな
いで、色々な食品を食べることが大切で
す。日々成長を続ける小中学生は、大人よ
りたくさんの栄養をとる必要があります。１
日３回、バランスのよい食事を心がけましょ
う。

　給食はいろいろな食べ物を使って作られ
ていますが、さて、今日の給食にはいくつ
使われているでしょう？①７　②１２　③１７
答えは③の１７品です。一日に３０品くらい
を目安にするとよいといわれています。そ
の理由は、たくさんの種類の食べ物を食べ
ることで、偏りなく栄養をとることができるか
らです。そして、いろいろな味を味わうこと
ができるというのも理由の一つです。今日
もしっかり食べてくださいね。

　今日はよっかむデーです。よくかむことを
意識するために、かみごたえのあるれんこ
んのサクサクサラダを取り入れました。よく
かむと、歯が丈夫になるだけでなく、食べ物
を消化するのを助けたり、頭の働きをよくし
たりする働きがあります。また、唾液がたく
さん出ることで、口の中をきれいにし、むし
歯や歯周病を予防してくれます。日頃か
ら、よくかむことを意識しましょう。

　春の訪れを感じさせてくれる「なばな」
は菜の花のつぼみや葉を食用にしたも
ので、ビタミンやカルシウム、食物繊維
などがたっぷり入った色の濃い野菜で
す。少し苦い味がしますが、私たちに
春が近づいてきたことを教えてくれま
す。この時期にしか食べられな食材で
す。春の味を味わってください。

　今日の給食は、神戸小学校６年1組のみ
なさんが、家庭科で学習したことを生かして
考えた献立です。主食は麦ごはん、主菜は
塩こうじでうま味を引き出したさけの塩こう
じ焼きを取り入れてくれました。和え物は大
根と神戸町の小松菜でさわやかなかんき
つ風味のサラダを考えてくれました。豆乳
汁にはたっぷりの野菜を入れ、バランスの
良い献立になっています。みんなに栄養を
たっぷりとってほしいという願いも込められ
ています。

１３日 １４日《北小６年アイディア献立》 １５日 １６日 １７日《食育の日》

　毎日朝食をしっかり食べていますか？朝
食を食べると体温が上がって、頭も体も活
発に働くようになります。勉強や運動で自
分の力を最大限に発揮（はっき）するため
には、朝食を食べることが大切です。また、
内容もパンやごはんだけでなく、おかずや
汁物を組み合わせて、タンパク質やビタミン
など１日の３分の１の栄養がバランスよくと
れるように食べましょう。朝は食欲がないと
いう人も、パンと牛乳、おにぎりなど何か食
べることから始めましょう。

　今日の給食は北小学校６年生の皆さんが家庭
科で学習したことを生かして考えた献立です。主
食のごはんは、たけのこの入った五目ごはんで
す。主菜のコロッケは、この時期においしい「なば
な」が入っています。春を感じさせてくれますね。
また、神戸町産の小松菜やグリーンねぎをたっぷ
り使ってあり、地産地消も意識してくれました。わ
かめとヨーグルトを取り入れて、不足しがちな無
機質を補い、五大栄養素がそろったバランスよい
献立です。春を感じながら味わって食べてくださ
いね。

　キャベツは１年中見かける野菜ですが、
時期によって特徴があり、春にとれる春
キャベツは葉が柔らかく甘みがあります。
キャベツには免疫力を高め、コラーゲンの
生成にも欠かせないビタミンCが豊富に含
まれ、かぜの予防や美肌効果などが期待
されます。また胃腸薬にも使われる成分
（キャベジン）も含まれていて、おなかに優
しい野菜です。生でおいしく食べられる春
キャベツですがきょうは豚肉と一緒にみそ
炒めにしました。

　もずくは沖縄の海でとれる海藻で、旬は４
月～７月でこれからがおいし時期です。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。

　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。きょうは和え物に神戸町産の水
菜を取り入れました。水菜は寒さに強い野
菜で冬においしい時期を迎えます。神戸町
では農薬を減らした栽培を行っており、安
心して食べることができます。とても手間の
かかる作業だそうですが、農家の方が、こ
だわって栽培されています。ぜひ味わって
食べてくださね。

２０日 ２１日 ２２日 ２３日

　食べ物はもとをたどれば、すべて生き物
です。私たちは、自分たちが生きていくため
に、肉、魚、米、野菜など、たくさんの動物
や植物の命をいただいているのです。食べ
物になった命のおかげで、私たちは生かさ
れていると考えると、その命をむだにはでき
ないと思いませんか？ひと口ひと口よく味
わい、最後まで大切にいただきましょう。そ
して、体と食事の関係を知り、食べ物の力
を自分の力として活かせるようになりましょ
う。

　今日は、小学生のみなさんは今年度最後
の給食となりました。健康な生活を送るた
めには、栄養、運動、休養の３つが大切で
す。栄養だけとっていても、運動をしなけれ
ば病気にかかりやすい体になってしまいま
す。逆に運動ばかりしていて、栄養がしっ
かりとれていなければ、強い体はつくれま
せん。そして、運動した後は、休養しない
と、元気に運動することができなくなってし
まいます。栄養、運動、休養のバランスをと
り、健康な体を作りましょう。

　成長期には、栄養のバランスのとれた食
事がとても大切です。特に背が伸び、筋肉
や内臓が育つ皆さんはカルシウム、鉄など
のミネラルが大人よりも多く必要です。牛乳
や乳製品、骨ごと食べられる魚にはカルシ
ウムが多いことは知っていますね。カルシ
ウムは骨や歯を丈夫にするだけでなく、血
液の中にもあって出血を止める働きをした
り、イライラを静める働きもあります。今日
の給食を残さず食べると１日に必要な量の
約半分がとれます。残さず食べましょう。

※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。　

※幼児園は一部の献立が変わります。　２日　みそかつのたれ→未満児なし　１０日　りんご→未満児なし　１３日　いかのオリーブ焼き→　未満児：白身魚のオリーブ焼き

　・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。）

３月　こんだて表

　　給食の人気メニュー「焼きそば」はとても手間
がかかっています。一度にたくさんの量を作るこ
とができないため、給食センターの調理室にある
８つの釜をすべて使って作ります。めんはコンベ
クションオーブンで別に蒸して十分に加熱してお
き、釜で炒めておいた具材と炒め合わせてウス
ターソースで味付けをします。この作業を釜ごと
に時間差で手際よく仕上げていきます。調理員さ
んが力を合わせて作った焼きそばを味わって食
べて下さい。

　豚肉にはビタミンＢ１がたくさん含まれ、牛
肉の10倍もあります。ビタミンＢ１には食べ
物からエネルギーを取り出すのを助ける働
きがあるので、ビタミンＢ１がたくさん体の
中にあると、元気が出ます。きょうは豚肉の
中でもたんぱく質の量が多く、脂肪が少な
い「ヒレ」という名前の部分をカツにしまし
た。みそをかけていただきましょう。また、
中学3年生のみなさんへは受験に勝つとい
う願いも込めた献立です。

　３月３日はひな祭り、桃の節句です。給食
もひなまつりを祝う献立にしました。昔は、
自分の体の病気や不幸な出来事を紙や草
で作った人形にたくし、川や海に流して厄
払いをしました。やがて、ひな人形を飾り、
女の子の健やかな成長と幸せを願う、現在
の｢ひな祭り｣になったそうです。今日はひ
な祭りにちなんで、ちらしずしです。
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【作り方】
①豚もも肉は２㎝幅に切る。キャベツは２㎝の短冊、

ピーマンは１㎝の角切りにする。

②赤味噌を酒、しょうゆで溶いておく

③サラダ油でおろしたにんにくを炒め、香りがでたら、

豚肉に酒をふって炒める。

③キャベツ、ピーマンを加えて炒め、火が通ったら、調

味料を加える。最後にごま油で香りをつけて仕上げ

る。

サラダ油 少々 テンメンジャン 12ｇ
豚もも肉 180ｇ 赤味噌 ８ｇ
にんにく 少々 酒 大さじ１
酒 小さじ１ しょうゆ 大さじ1/2
キャベツ 200ｇ 砂糖 小さじ１
ピーマン 40ｇ ごま油 少々

食事の前に、手をきれいに
洗っていますか？

朝ごはんを
毎日
欠かさず
食べて
いますか？

よくかんで、
味わって
食べて
いますか？

おやつは
決まった時間に、
量を決めて
食べて
いますか？

苦手な食べ物にも
挑戦して
いますか？

毎日の食事を楽しんで
いますか？

「共食」とは、家族や友達、地域の人など、“誰か” と一緒に料理や食事をすることです。日本人を対象と
したさまざまな研究結果から、以下のような共食の効果が報告されています。近年は共働きのご家庭が増え、
子どもたちも塾や習い事など忙しく、家族の時間が合わない場合も多いと思いますが、ぜひ、家族みんなで食
卓を囲み、会話を楽しみながら食事をする機会を増やしていただければと思います。

ご卒業おめでとうございます。

心も体も成長をしている皆さんに

とって、食事から栄養をしっかり

とること、食事を楽しむことが何

より大切です。給食を通して学ん

だことを思い出しながら、毎日の

食生活をよりよいものにしてほし

いと願っています。

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。
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きざみのり

（小・中学校）


