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　ミネストローネ

　手作りぶどうゼリー 　オレンジ 　ピオーネ

　みそ汁 　オレンジ

　ゴールデンキウイ 　バナナ 　みそ汁 　レモンゼリー 　きのこのすまし汁

　梨 　みそ汁 　五目スープ

　麦入りごはん

函南町ふるさと給食の日

　手作り梨ゼリー 　けんちん汁

函南ふるさと給食

夏休み明けの給食

　オイキムチ
　手作りオレンジゼリー

夏休みは元気に過ごすこ
とができましたか？今日か
らまた給食が始まります。
給食の準備や片付け方、手
洗いなどをもう一度確認し
ましょう。

　マーボーどうふ
　麦入りごはん

豆腐を油で揚げたものを
「厚揚げ」と言います。揚
げたあとも豆腐の形がその
まま残っているので「生揚
げ」とも呼ばれています。

冬瓜（とうがん）
今日のみそ汁にはとうが

んを使っています。とうが
んは漢字に冬という字が使
われていますが、旬な夏で
す。とうがんは水分が多
く、体の熱を下げる効果が
あります。

十五夜

 　静岡県産のトマトを使っ
て給食室でピザトーストに
しました。デザートは丹那
牛乳工場で作られたヨーグ
ルトを使い、ヨーグルトあ
えにました。

　肉じゃが 　ミートソース 　たちうおの竜田揚げ 　生揚げの中華煮 　松風焼き

生揚げ

　すみそあえ 　マセドアンサラダ

　にしょくそぼろ

　とりの変わり焼き 　とうがんポトフ 　ホイコーロー　

　梨は夏から秋にかけて旬
を迎えます。梨には「日本
梨」「中国梨」「洋梨」の
３種類があります。私たち
がよく食べているのは日本
梨です。

ちぐさあえとはどんな意
味か知っていますか？ちぐ
さは「千の草」と書き、た
くさんのという意味です。
今日の千草あえには何種類
の食材が使われているか分
かるでしょうか？

　おろしあえ 　韓国風サラダ

　なすの名前は「早く実が
なる」ことからつけられた
そうです。なすにはいろい
ろな種類があり、長細いも
のや丸いものもあります。
他にもあるのでぜひ調べて
みてください。

　タッカンジョンは韓国で
人気のB級グルメの一つで
甘辛いタレがかかったから
あげです。ピリ辛の秘密は
「コチュジャン」という韓
国のみそを使っているから
です。

　玄米入りパン
　みかんジャム

　みそ汁 　パイナップル

はちみつ

　麦入りごはん 　ソフトめん 　わかめごはん

おかしな目玉焼きはどこ
がおかしいのでしょうか？
おかしな目玉焼きは白身の
部分が牛乳寒天、黄身の部
分があんずでできた甘いた
まご焼きです。

はちみつの糖分は短時間
で体に吸収されるため、体
や脳のエネルギーとして力
を発揮します。また、はち
みつには疲れをとる働きも
あります。

　オレンジ

　さばのごま焼き 　タッカンジョン 　マーボーなす 　やさいスープ
　ちぐさあえ 　チーズサラダ 　切り干し大根ナムル 　ヨーグルトあえ

十五夜は｢芋名月｣ともい
い、収穫をお祝いする行事
です。月見だんご・旬のく
だもの・さといも・ススキ
などをお供えして、月を観
賞する風習があります。

カレーはインド料理で
す。インドにはカレー粉や
ルウはなく、スパイスなど
を家庭で調合するので、家
庭によって味が違うそうで
す。

　さといもごはん　

　ゴールデンキウイは日本
人の舌に合うように作られ
たキウイです。ふつうのキ
ウイよりも黄色い色をして
いて、ビタミンCが多く、
甘みが強い品種です。

　あつやきたまご 　夏野菜カレー
　なめたけあえ 　コールスローサラダ

9/1

　にらたまスープ 　夏野菜のおかかあえ 　ひじきとえだまめのサラダ

　おかしな目玉焼き
カレー

カラフルたまご焼きには
かぼちゃが使われていま
す。かぼちゃは日本かぼ
ちゃ、西洋かぼちゃ、ペポ
かぼちゃの大きく3つに分
かれますが、よく食べてい
るのは西洋かぼちゃです。

かぼちゃ

　おひたし　

　お月見団子

　さくらごはん　 　麦入りごはん 　麦入りごはん 　ピザトースト

　さんまのかばやき
　カラフルたまご焼き

ちぐさあえ タッカンジョン なす

マセドアンサラダ たちうお

　のしょくじ 函南町立西小学校
校長  久保田　正基

月 火 水 木 金

　麦入りごはん/ふりかけ 　はちみつレモントースト 　麦入りごはん 　キムタクごはん 　麦入りごはん
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ホイコーロー
ホイコーローは漢字で回

す鍋の肉と書いて「回鍋
肉」と読みます。ホイコー
ローはぶた肉やキャベツな
どいろいろな野菜をみそで
味付けた料理です。

　夏野菜豚汁 　ごまあえ
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手作り梨ゼリー 秋刀魚（さんま）
　給食室ではいろいろなゼ
リーを調理員さんたちが手
作りしています。今日は旬
の梨を使った季節限定のゼ
リーです。旬のおいしさを
味わってください。

　さんまは秋にとれる代表
的な魚です。体が刀剣をイ
メージすることから漢字に
も刀という字が使われてい
ます。9.10月のさんまは脂
がたくさんのっていておい
しいです。

　たちうおは漢字で「太刀
魚」と書きます。体が刀の
ように長く銀色に光ってい
ることから名前がついてい
るそうです。魚には珍しく
うろこがないのが特徴で
す。

　「マセドアン」とは角切
りという意味です。小さく
切った野菜をドレッシング
などで和えて食べるサラダ
で、様々な野菜の食感の違
いが楽しいサラダです。
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おかしな目玉焼き
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梨

　すめし 　麦入りごはん

　麦入りごはん 　炊き込みごはん 　中華めん 　麦入りごはん
　ビビンバ 　さけのごまマヨネーズ焼き 　みそラーメンの汁 　つくねの照り焼き
　わかめスープ 　国清汁 　ユーフォー揚げ 　キャベツのからしあえ

　みそ汁

わかめ 国清汁(こくしょうじる） みそ つくね
高野豆腐は｢凍り豆腐｣と

もいい、豆腐を凍らせて乾
燥させたものです。煮もの
料理が多いですが、今日は
スープに入れました。

　わかめやひじきなどの海
藻（かいそう）は海の植物
です。生で食べる以外にも
乾燥するなどして一年中食
べることができます。

鎌 倉 の 建 長 寺 が 発 祥
（はっしょう）のけんちん
汁をもとに、韮山の国清寺
の名前をとって国清汁とつ
けられました。お米のとぎ
汁を使って作ります。

　みそは蒸した大豆にこう
じと塩を加えて発酵させた
ものです。こうじの違いや
色の違いによってみその種
類が分けられています。

つくねはこねて丸めると
いう意味をもつ捏ねる（つ
くねる）からできた言葉だ
そうです。調味料やつなぎ
を加えてこねた生地を成形
し、作ります。

　タコライスの具
　麦入りごはん

　トマトとたまごのスープ

　ガパオライスの具
　麦入りごはん
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高野豆腐

　高野豆腐スープ
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ゴールデンキウイ
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