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1(火) 2(水) 3(木) 4(金)

防災の日なので、保存のきく食
品（こおり豆腐・干ししいたけ）を
使った具雑煮です。

チャプチェははるさめを炒めた韓
国の料理で、牛肉や野菜がたっ
ぷり入っています。

とうがんの約95%は水分である
ため、体の熱を冷ます作用があ
り、夏にぴったりの野菜です。

ボロニアカツは、よく給食に登場
するボロニアステーキにポテトの
衣をつけて揚げています。

7(月) 8(火) 9(水) 10(木) 11(金)

ももは6～9月が旬で、甘みが強
いわりに低エネルギーで食物繊
維が多い果物です。

ビーフンは米から作られるめんで
す。米粉を蒸して、冷やして、乾燥
させて作ります。

なしは9～10月が旬で、ざらざら
とした食感が特徴で、いろいろな
品種のなしがあります。

そぼろをごはんにのせて、そぼろ
どんぶりにして食べてね！今日は
ゴーヤ入りのそぼろです。

今日の白身魚は、「メルルーサ」
という種類です。タラの仲間で、
味もタラに似ています。

14(月) 15(火) 16(水) 17(木) 18(金)

ごぼうは食物せんいが多い野菜で
す。平安時代に薬草として日本に伝
えられたと言われています。

メンチカツには、奈良県産のなすが
入っています。みそを入れて和風の
味つけにしています。

白ねぎがたっぷり入った、さばのねぎ
塩だれです。ねぎの独特のにおいは
加熱するとおさえられます。

いものこ汁に入っている「なめこ」と
いうきのこのヌルヌルのもとは、食物
せんいです。

ロングハンバーグにはケチャップソー
スがかかっています。せわりパンには
さんで食べましょう。

21(月) 22(火) 23(水) 24(木) 25(金)

チキンサラダには、夏みかんが
入っています。すっきりとした甘さ
とほのかな苦みがあります。

ししゃもは秋から冬が旬の魚で、
骨ごと食べられるのでカルシウム
をしっかりとれます。

五目ラーメンは、焼きぶた、なる
と、６種類の野菜が入った具だく
さんのラーメンです。

28(月) 29(火) 30(水)

カレイとヒラメは似ていますが、お
なかを手前にした時、目が右側
にあるのがカレイです。

京都府の料理「きぬがさ丼」で
す。あまからく煮た油あげと葉ね
ぎをたまごでとじて作ります。

「かしわ」とは、とり肉のことです。
揚げたとり肉をねぎなどが入った
南蛮酢につけます。

がつごう とうじょう きゅうしょく つか しょうかい

　　8月号でも登場した、給食センターで使っているヘラ（スパテラ）を紹介します。
きゅうしょく つか かいてん おお ま とき つか

　　給食センターで使っているなべ（回転がま）はとても大きいので、混ぜる時に使う
なが つか

　　ヘラ（スパテラ）もとても長いものを使っています。
なが やく やさい いた とき ま とき

　　長さは約120cmで、野菜を炒める時やスープを混ぜる時、
あ とき つか

　　サラダをドレッシングで和える時などに使っています。

　　　　　　　　　　　　★　ぶどうクイズのこたえ　★

　　　　　　　　　　　　　　　①　ワイン　でした。

と う ど たか かわ し ぜ ん こ う ぼ

　　　ぶどうは糖度が高く、皮には自然の酵母がついて
はっ こ う さけ

　　いるため、つぶしただけで発酵し、お酒（ワイン）を
つ く よ う

　　作ることができます。そのため、ワイン用のぶどうの
さいばい せかいじゅう さか ひんしゅ おお ひろ ち い き

　　栽培が世界中で盛んです。品種も多く、広い地域
き こ う あ さいばい

　　で気候に合ったぶどうを栽培することができます。

がつついたち ぼ う さ い ひ

　９月1日は、防災の日！！

こ と し しんがた かんせんしょう

　今年は新型コロナウイルス感染症
りゅうこう にほん がいしゅつ じしゅく

の流行で、日本でも外出の自粛が
よ ぎ ほぞん しょくりょうひん

余儀なくされ、保存のきく食料品の
ふ そ く び ち く たいせつ じっかん

不足など、備蓄の大切さを実感する
じ た い さいがい お

事態になりました。災害が起こると、
しょくりょうひん ふ そ く で ん き

食料品の不足だけでなく、電気・ガ
すいどう て い し

ス・水道などのライフラインが停止す
おそ ひ しょくりょ

る恐れがあります。日ごろから食料
うひん せいかつひつじゅひん さいていみっかぶん そな

品や生活必需品を最低3日分を備
とき

えておくと、いざという時にあわてず
か ぞ く かくにん ぼうさいいし

にすみます。家族で確認し、防災意
き たか

識を高めましょう。
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★ぶどうクイズ★

日本ではそのまま食べることが多い「ぶどう」

ですが、世界中で作られるぶどうの約80%は

何に加工されるでしょう？

　　　　　　　①ワイン　　　　　　②レーズン　　　　　　③ジャム
答えは・・・給食だよりの右下を見てね！
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こんにちは♪#.6

長さ：約120cm
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