
エネルギー
(kcal)

たんぱく質(g)

ししつ(g)

えんぶん(g)

ごはん こめ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

いわしのおかかに いわし　かつおぶし さとう　ごま　でんぷん みりん　しお

もやしのこうみいため ぶたにく あぶら
しょうが　にんにく　もやし
チンゲンサイ

とうふだんごじる ぶたにく　とうふ
みそ　あぶらあげ

あぶら　でんぷん
ごぼう　にんじん　だいこん
ねぎ　しめじ　しょうが

しお

おまめのカレーライス
ぶたにく　ひよこまめ
あかいんげんまめ
あおえんどうまめ
だっしふんにゅう

こめ　むぎ　あぶら
じゃがいも

にんにく　たまねぎ　にんじん
トマト　プルーン

カレーこ　カレールウ
ウスターソース
あかワイン

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

ゆでやさいサラダ にんじん　だいこん
とうもろこし　こまつな

ドレッシング

ヨーグルト ヨーグルト さとう

こめパン こめ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

にこみうどん とりにく　あぶらあげ うどん
だいこん　しいたけ　にんじん
ねぎ

かつおぶし　しょうゆ

ちくわのいそべあげ ちくわ　あおのり こむぎこ　あぶら

ほうれんそうのごまあえ ごま　さとう
ほうれんそう　はくさい
にんじん

みりん　しょうゆ

ごはん こめ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

ホイコーロー ぶたにく　みそ さとう　でんぷん
しょうが　にんじん　たまねぎ
キャベツ　ピーマン

しょうゆ　さけ　しお
こしょう
オイスターソース

たまごいりわかめスープ わかめ　たまご でんぷん　ごま たまねぎ　ねぎ
コンソメ　しょうゆ
しお

アセロラゼリー さとう アセロラ

むぎごはん こめ　むぎ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

なっとう なっとう しょうゆ　からし

かわりきんぴら ぶたにく　さつまあげ
こんにゃく　あぶら
ごま　さとう

ごぼう　にんじん しょうゆ

じゃがいもとわかめのみそしる わかめ　みそ じゃがいも にんじん　たまねぎ　ねぎ にぼし

ごはん こめ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

おとんのきのこあんかけ ぶたにく（おとん）
あぶら　さとう
でんぷん

にんにく　たまねぎ　にんじん
しょうが　しいたけ　しめじ

さけ　しお　こしょう
しょうゆ　みりん

ほうれんそうのおひたし かつおぶし ほうれんそう　もやし しょうゆ

こんさいごまじる みそ
あぶら　さといも
ごま

にんじん　だいこん　ねぎ
ごぼう

にぼし　みりん

ごはん こめ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

もろのケチャップソースかけ モロ　あつあげ さとう でんぷん　あぶら しょうが　たまねぎ
しょうゆ　ケチャップ
ウスターソース

こふきいも あおのり じゃがいも　ごま しお　こしょう

はるさめスープ はるさめ
にんじん　たまねぎ
ほうれんそう

コンソメ　しょうゆ
しお　こしょう

こめパン こめパン

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

やきそば ぶたにく　あおのり やきそばめん　あぶら にんじん　キャベツ
こしょう
ウスターソース

はとむぎいりとうもろこしスープ たまご
あぶら　はとむぎ
でんぷん

しょうが　ねぎ　とうもろこし
ほうれんそう

コンソメ　しょうゆ
しお

みかん みかん

ハヤシライス ぶたにく
こめ　むぎ　あぶら
じゃがいも　クリーム

にんにく　たまねぎ　にんじん
グリンピース

あかワイン　ケチャップ
ウスターソース
ハヤシライスルウ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

こんにゃくサラダ こんにゃく
にんじん　キャベツ　きゅうり
とうもろこし

ドレッシング

いちごヨーグルト ヨーグルト さとう

ふゆみずたんぼごはん ふゆみずたんぼまい

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

ぶたにくとヤーコンかりんあげ ぶたにく
こめこ　あぶら　さとう
ごま

ヤーコン　しょうが さけ　しょうゆ

おかかいため かつおぶし あぶら にんじん　もやし　キャベツ しょうゆ　しお

ごもくスープ ベーコン あぶら
たまねぎ　にんじん　しいたけ
はくさい　ほうれんそう
たけのこ

コンソメ　しお
こしょう

いわしという漢字は魚に弱いと書き
ます。いわしは小さくて他の魚のエ
サになってしまうので、弱い魚とい
う意味です。いわしは日本のどこの
海にもいて、群れをつくって泳いで
います。一度にたくさんのいわしが
取れるので、私たちは安い値段でい
わしを買うことができるのです。い
わしは、安いだけではなく、いわし
の油は、私たちの血液をサラサラと
きれいにしてくれる働きがあります

ヨーグルトは今 から7000年前に、
ヨーロッパやアジアで、生乳の入っ
た容器に乳酸菌が入り込んだのが始
まりと考えられています。乳酸菌で
乳を発酵させると保存性がよくなる
ほかにも、乳を発酵させた後で、バ
ターを作ることも行われていまし
た。カルシウムや鉄 、ビタミン類
がたくさん入っていて吸収率高くな
ります。

みかんの生産量は、和歌山県、愛媛
県が特に多く、太平洋や瀬戸内海に
面した海沿いの地域でたくさん栽培
されています。ビタミンCが多いた
め、疲れを取り、肌をきれいにして
くれますまたカルシウムや鉄分の吸
収を助けるため、骨を丈夫にしま
す。

ごまはアフリカが原産です。種の色
によって黒ごま、白ごま、茶ごまに
分かれています。主な栄養は脂質で
すが、意外にも、たんぱく質やカル
シウム、鉄も含まれています。ごま
は、ごま油や料理やお菓子の材料と
して使われています。ごまの皮は固
いので、そのまま食べると消化が悪
いため、練りごまやすりごまで食べ
るのが良いと言われています。

625㎈
22.1ｇ
17.1ｇ
2.0ｇ

1 水

695㎈
28.9ｇ
24.7ｇ
2.3ｇ

2 木

763㎈
24.8ｇ
22.5ｇ
1.7ｇ

689㎈
29.6ｇ
26.6ｇ
3.0ｇ

6 木

3 金

令和３年　　　　　　　　　　１２がつのこんだてよていひょう    　   小山第一小学校給食共同調理場

ひ
に
ち

よ
う
び

こんだてめい

おもなざいりょう
そのた

ちょうみりょう
一口メモ

ちやにくになる ねつやちからになる
からだのちょうしを

ととのえる

みかんの生産量は、和歌山県、愛媛
県が特に多く、太平洋や瀬戸内海に
面した海沿いの地域でたくさん栽培
されています。ビタミンCが多いた
め、疲れを取り、肌をきれいにして
くれますまたカルシウムや鉄分の吸
収を助けるため、骨を丈夫にしま
す。

653㎈
23.8ｇ
20.7ｇ
2.2ｇ

　     ヤ ー コ ン き ゅ う  し ょ く

14 火

9 水

673㎈
25.6ｇ
17.4ｇ
2.6ｇ

10 金

「おやま わ食の日」は、2013年に
和食がユネスコ無形文化遺産に登録
されたことをきっかけに、定められ
ました。和食の普及を図るために毎
月8日を わ食の日としました。料理
の和食だけでなく、食生活で大切な
ことを考えていきましょうというこ
とから、３つの「わ」を大切に進め
ています。３つの「わ」とは、和食
の和、家族団らんの輪（わ）、環境
の環（わ）です。

ヤーコンは、南米アンデス山脈　 地
方が原産のキク科の根菜です。形は
さつまいもに似ていて、食べると梨
やれんこんのようなシャキシャキと
した食感です。おなかの調子を整え
る食物繊維をたくさん含んでいるの
で、体によい野菜として注目されて
います。

8 火

7 月

690㎈
27.1ｇ
19.6ｇ
2.2ｇ

650㎈
28.6ｇ
18.7ｇ
2.2ｇ

　お や ま わ しょ く の 日 

672㎈
27.4ｇ
21.2ｇ
3.3ｇ

13 月

749㎈
23.4ｇ
22.9ｇ
2.0ｇ

こんにゃくは、こんにゃくいもとい
う芋をすりつぶして固めて作りま
す。こんにゃく芋は皮をむくと白い
ので、普通はサラダに使っているよ
うな白いこんにゃくができます。現
在、おでんや煮物などに使われてい
る黒いこんにゃくは、海藻を細かく
刻んだものを入れて作られていま
す。

日本で使われるだいずは、ほとんど
が輸入に頼っています。だいずから
作られているなっとうですが、だい
ずとは含まれている栄養素が違いま
す。なっとうには、ビタミンＢ２
が、だいずの約７倍含まれていま
す。ビタミンＢ２は、成長期に欠か
せないビタミンのひとつです。

モロは、ネズミザメという種類のサ
メで、多くが宮城県の気仙沼で水揚
げされたものです。他の魚よりも腐
りにくい特性があります。海のない
栃木県でサメを食べる文化が生まれ
たのは、サメが腐りにくい魚だった
ので手に入りやすかったことからで
す。モロは、身がしまっておいしい
とされる冬の時期によく使われま
す。



エネルギー
(kcal)

たんぱく質(g)

ししつ(g)

えんぶん(g)

ごはん こめ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

すきやき おやまわぎゅう
やきどうふ

あぶら　さとう
しらたき

はくさい　しいたけ　ねぎ
しょうゆ
みりん

そくせきづけ にんじん　だいこん　きゅうり しお

なめこじる わかめ　みそ たまねぎ　なめこ　ねぎ にぼし　みそ

ごはん こめ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

まぐろとあつあげのユーリンユイ かじき　あつあげ
あぶら　さとう
でんぷん

しょうが　ねぎ
しお　さけ　しょうゆ
す

こまつなとじゃこのいためもの ちりめんじゃこ あぶら こまつな さけ　しょうゆ

ゆばのすましじる ゆば にんじん　えのき　ほうれんそう
かつおぶし　しょうゆ
しお

コッペパン コッペパン

チョコクリーム チョコクリーム　さとう

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

ポークビーンズ ぶたにく　だいず
チーズ

じゃがいも　あぶら
にんじん　たまねぎ　トマト
グリンピース

しお　ケチャップ

かんてんサラダ かんてん
キャベツ　にんじん
とうもろこし

ドレッシング

みかん みかん

とりごぼうごはん とりにく　あぶらあげ あぶら　さとう
にんじん　ごぼう　かんぴょう
しいたけ

さけ　しょうゆ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

あつやきたまご たまご さとう でんぷん
しょうゆ　す　こんぶ
しお

こんぶづけ こんぶ ごま だいこん　きゅうり

さつまいものみそしる ぶたにく　とうふ　みそ さつまいも にんじん　はくさい　ねぎ にぼし

むぎごはん こめ　むぎ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

マーボーどうふ ぶたにく　とうふ
みそ

あぶら　さとう
でんぷん

にんじん　たまねぎ　しょうが
にんにく　ねぎ　エリンギ
グリンピース

しょうゆ
とうばんじゃん

にらまんじゅう ぶたにく
コーンスターチ　あぶら
こむぎこ　こんにゃく
さとう　でんぷん

にら　ねぎ　キャベツ　しょうが
にんにく

しお　こしょう

バンサンスー さとう　あぶら
はるさめ

きゅうり　もやし
にんじん

しょうゆ　す

わかめごはん わかめ こめ　ごま

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

さばのゆずみそやき さば　みそ ゆず みりん　しょうゆ

かぼちゃのそぼろあんかけ とりにく さとう　でんぷん かぼちゃ　しょうが しょうゆ

はなふのすましじる ふ にんじん　えのき　ほうれんそう
かつおぶし　しょうゆ
しお

おさかなどん ツナ
こめ　しらたき　さとう
ごま

たまねぎ　にんじん　しいたけ
とうもろこし

しょうゆ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

のりあえ のり ほうれんそう　もやし みりん　しょうゆ

いなかじる とりにく　とうふ　みそ あぶら　じゃがいも ごぼう　にんじん　しめじ　ねぎ かつおぶし

ぶどうゼリー さとう ぶどう

バターロール パン　さとう
ショートニング

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

タンドリーチキン とりにく　ヨーグルト
にんにく　たまねぎ　レモン カレーこ　ケチャップ

しお　こしょう
パプリカ

ブロッコリーサラダ ブロッコリー　カリフラワー
にんじん

ドレッシング

コーンポタージュ ぎゅうにゅう クリーム
たまねぎ　パセリ
とうもろこし

しお　こしょう

ブッシュドノエル たまご　ぎゅうにゅう

こむぎこ　さとう
チョコレート　あぶら
れんにゅう　でんぷん
ココア　みずあめ

いちごケーキ たまご
みずあめ　さとう
こむぎこ

いちご

おこめのクリスマスケーキ とうにゅう
さとう　こめこ
ココア　みずあめ
でんぷん

基準エネルギー 650㎈ １2月平均エネルギー　672㎈

基準たんぱく質 26.8ｇ １2月平均たんぱく質　26.5ｇ

基準脂肪 18.1ｇ １2月平均脂肪　　　　20.8ｇ

基準塩分 2.０ｇ １2月平均塩分　　　 　 2.3ｇ

水

水

721㎈
34.1ｇ
24.8ｇ
2.4ｇ

17 金

689㎈
27.7ｇ
23.7ｇ
2.6ｇ

23 木

668㎈
30.0ｇ
18.7ｇ
2.2ｇ

22

月20

火

　　　　冬 至 （と う じ） こ ん だ て 

そのた
ちょうみりょう

令和３年　　　　　　　　　　１２がつのこんだてよていひょう    　   小山第一小学校給食共同調理場

一口メモ
ちやにくになる ねつやちからになる

ひ
に
ち

よ
う
び

こんだてめい

おもなざいりょう

24 金 674㎈
31.3ｇ
30.2ｇ
2.8ｇ

15

645㎈
25.8ｇ
16.7ｇ
1.9ｇ

660㎈
25.1ｇ
18.2ｇ
1.9ｇ

16 木

613㎈
28.0ｇ
17.3ｇ
2.0ｇ

672㎈
25.0ｇ
21.1ｇ
2.5ｇ

21

１２月２５日は、イエスキリストの
誕生を祝う行事です。ヨーロッパや
アメリカでは一年中で一番大きな行
事としてお祝いします。前日の夜の
クリスマスイブには、クリスマスツ
リーを飾ったり、プレゼントの交換
をしたりして楽しみます。また、
ローストターキーやケーキなどを食
べたりします。給食ではタンドリー
チキンとケーキで楽しみましょう。
タンドリーチキンは鶏肉をにんにく
と玉ねぎのすりおろし、カレー粉、
パプリカの粉末、ケチャップ、し
お、こしょうのタレに漬け込んで、
オーブンで焼きます。

ケーキは３つの中から、自分で選ん
でおいた物を取ってください。

なめこは、天然のものと人工栽培の
ものの２種類があります。天然では
ブナやナラなどの枯れ木や切り株な
どに生えます。天然では、なめこの
菌が売られていて家庭栽培でも簡単
に作れます。かさがぬるぬるしてい
るのは、ゼラチン質のムチンで、私
たちの粘膜を保護する働きがありま
す。

　　お た の し み き ゅ う し ょ く 　（ケ ー キは、チョコレート、いちご、おこめのケーキのなかから、じぶんでえらんでおいたものをとってください）

からだのちょうしを
ととのえる

冬至は１年で一番昼が短く、夜が一
番長い日です。昔から冬至の日に
は、かぼちゃを食べて、ゆず湯に入
る風習があります。かぼちゃには、
カロテンが多く鼻やのどの粘膜を強
くしてかぜをひきにくくしてくれる
働きがあります。今日はかぼちゃを
蒸して鶏肉そぼろをかけました。

のりは、１枚にカルシウムやビタミ
ンなど、２６種類以上の栄養を含ん
でいるので、「海の緑黄色野菜」と
も呼ばれています。私たちが普段食
べているのは、紙状に乾燥させた
「板のり」と呼ばれているもので、
のり巻きやおにぎり、ふりかけなど
に使われています。栄養たっぷりの
のりを、今日は野菜と和えました。

ごぼうは食物せんいが豊富で、便秘
解消や悪玉コレステロール値を減ら
すのに役立つ食品です。また、ごぼ
うの皮には、香りやうまみ、栄養成
分が含まれています。皮に含まれて
いるクロロゲン酸には、抗酸化作用
もあります。皮はむかずに、たわし
や包丁の背、アルミ箔などで軽くこ
する程度にして使うようにしましょ
う。

まぐろは、さしみや焼き魚 、ステー
キ、缶詰などに使われています。背
中側と腹側では脂肪の量が違うた
め、部位によって「赤身 」「中 ト
ロ」「大トロ」と呼ばれます。日本
人は昔からまぐろを食べていたよう
で、縄文時代 の貝塚 からまぐろの
骨が出土しているそうです。

寒天は、テングサやオゴノリといっ
た海藻を加工した食材です。寒天と
同じようなものにゼラチンがありま
すが、寒天は一度固まると溶けにく
く、ゼラチンは30℃くらいで溶けて
くることから使い分けられていま
す。今日の給食では寒天をサラダの
具材として使用しています。独特の
食感を楽しんで下さい。

栃木県のにらの生産量は、全国2位
です。今日のにらまんじゅうには、
栃木県の北部にある大田原市でとれ
る「てんぐにら」を使っています。
にらは強烈なにおいがありますが、
これは「アリシン」というにおい成
分によるものです。アリシンは、疲
れがとれる効果のあるビタミンB1
の吸収を高めます。そのため、ビタ
ミンB1が多く含まれている豚肉な
どと組み合わせた料理がおすすめで
す。

　　　　お や ま し ょ く ざ い か つ よ う デ ー


