
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

アジフライ アジ
こむぎこ　パンこ
あぶら

しお　ソース

だいずのいそに ひじき　だいず
あぶらあげ

あぶら　さとう
こんにゃく

さやいんげん みりん　しょうゆ

じゃがいものみそしる みそ じゃがいも
にんじん　しめじ　たまねぎ
こまつな

にぼし

とちおとめいちごのゼリー さとう　れんにゅう いちご　クランベリー

ごはん こめ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

ドライカレー ぶたにく
だいず

あぶら
バター

たまねぎ　にんじん
ピーマン　プルーン

カレーこ　カレールウ
コンソメ　しお
こしょう

じゃがいもとやさいのスープ ベーコン じゃがいも
にんじん　とうもろこし
キャベツ

おいわいクレープ とうにゅう　 だいず
さとう　こめこ
みずあめ

いちご

ごはん こめ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

ハンバーグトマトソース ぶたにく　とりにく
あぶら　さとう
でんぷん

たまねぎ　にんじん　トマト
にんにく　しょうが
マッシュルーム

ケチャップ　しょうゆ
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

とうふとあぶらあげのみそしる とうふ　あぶらあげ
みそ

にんじん　だいこん　こまつな 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

ポークシューマイ ぶたにく
ぱんこ　でんぷん
こむぎこ　さとう
みずあめ

たまねぎ　しょうが しお

やさいナムル さとう　 あぶら にんじん　こまつな　もやし しょうゆ　す

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　のり あぶら　やきそば にんじん　キャベツ
こしょう
ウスターソース

ごもくスープ ハム　たまご でんぷん
にんじん　たまねぎ　しいたけ
たけのこ　こまつな

コンソメ　しょうゆ　しお
こしょう

アセロラゼリー さとう アセロラ

おとんどん ぶたにく（おとん）
こめ　あぶら　ごま
さとう　しらたき

にんにく　しょうが　たまねぎ
しいたけ　にら

しょうゆ　みりん

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

おひたし ごま こまつな　もやし　にんじん しょうゆ

はとむぎいりレタスのかきたまじる たまご はとむぎ　でんぷん にんじん　レタス　ねぎ
かつおぶし　しお　しょう
ゆ

ごはん こめ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

さけのしおこうじやき さけ しおこうじ

きりぼしだいこんごまずあえ ごま　さとう
にんじん　キャベツ　きゅうり
きりぼしだいこん

しょうゆ　す

じゃがいもとにらのみそしる あぶらあげ　みそ じゃがいも もやし　にら　にんじん にぼし

19 火

598㎈
27.3ｇ
14.2ｇ
1.5ｇ

切り干し大根は、大根を細く
切って干したものです。日光
にあてて干すことで、生の大
根よりもカルシウム・ビタミ
ン・鉄分 が増えます。ま
た、食物繊維も多く含まれて
おり、私たちの腸の中をお掃
除してくれます。煮物にする
のが、一般的ですが、酢のも
のにしてもおいしいですよ。

15 金

662㎈
27.1ｇ
21.5ｇ
3.0ｇ

焼きそばは、蒸したり茹でた
りした中華麺を豚肉や野菜な
どの具材と炒めて作る料理で
す。給食で出す、「ソース焼
きそば」が一般的ですが、塩
焼きそばや五目あんかけやき
そばなどもあり、バリエー
ションも豊富 です。給食の
焼きそばは、麺を一度、蒸し
焼きにしてから、炒めた野菜
と和えるので、サラッと仕上
がります。

605㎈
28.1ｇ
15.3ｇ
1.8ｇ

　　オ ー ル お や ま し ょ く ざ い の 日

18 月

毎月、小山市の産物をたくさ
ん使用する「オールおやま食
材の日」給食があります。小
山市の食材を使用すると、小
山市からの補助金が使えま
す。「おとん」とは、小山市
で育てられた豚肉で、みずみ
ずしく、柔らかいのが特徴で
す。にらは、小山市や栃木市
大平町などでもたくさん栽培
されています。

13 水

709㎈
22.8ｇ
21.1ｇ
2.1ｇ

じゃが芋は３月に植え付けを
して６月頃に収穫されます
が、粉ふきいもにするには、
保存しておいたじゃが芋の方
が、粉を吹きやすくなりま
す。ゆでたじゃが芋のお湯を
捨て、もう一度鍋の中でじゃ
が芋を転がしながら火を通す
と、きれいに粉が吹きます。
塩、こしょう、青のり、ごま
などをまぶしたり、カレー粉
をまぶしても良いですね。

14 木

684㎈
28.0ｇ
20.1ｇ
2.1ｇ

マーボー豆腐は、中国の代表
的な料理です。この料理がう
まれた場所は、四川省という
山に囲まれた寒い地域です。
人々は唐辛子などを使う辛い
料理を食べて体を温める工夫
をしたそうです。マーボー豆
腐に使うトウバンジャンとい
う調味料は、空豆から作られ
るとうがらし入りの味噌で
す。給食ではにんじんやエリ
ンギを入れてヘルシーに仕上
げています。

アジなどの青魚の脂には、血
液をサラサラにして病気を予
防したり、頭の回転をよくし
てくれたりする働きがありま
す。鯵という漢字は、うま味
が多く参ってしまうほどおい
しいことから、魚へんに参る
と書いて「鯵 」と呼ばれる
ようになりました。
大豆は畑の肉とも呼ばれる食
材です。他の豆類と比べて、
肉や卵に負けないくらいの良
質のたんぱく質を含んでいま
す。また、カルシウム、鉄、
食物繊維なども多く含まれて
います。

12 火

　　　　に ゅ う が く い わ い き ゅ う し ょ く

690㎈
21.8ｇ
19.6ｇ
1.8ｇ

１年生のお祝い給食です。食
べやすいように、ドライカ
レーにしました。豚の挽き肉
と一緒に大豆も入れて、さっ
ぱりとヘルシーに仕上げてい
ます。クレープの中には豆乳
で作ったクリームと、いちご
のピューレが入っています。
スープには春はキャベツがた
くさん入っています。キャベ
ツは1年中出回っていますが
春に収穫されるものは、「春
キャベツ」といって、柔らか
く、みずみずしいです。

11 月

677㎈
25.１ｇ
20.4ｇ
2.2ｇ
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エネルギー
(kcal)

たんぱく質(g)

ししつ(g)

えんぶん(g)

おさかなどん ツナ　えだまめ
こめ　しらたき　さとう
ごま

たまねぎ　にんじん
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
キャベツ

しょうゆ　みりん

たまごスープ たまご　とうふ でんぷん にんじん　こまつな　たまねぎ
コンソメ　しお　こしょう
しょうゆ

ごはん こめ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

ぶたにくのスタミナいため ぶたにく さとう
にんにく　しょうが　たまねぎ
しいたけ　にら　にんじん

しょうゆ　みりん

こんぶづけ しおこんぶ ごま きゅうり　キャベツ

なまあげのみそしる なまあげ　みそ にんじん　しめじ　こまつな にぼし

メンチカツサンド ぶたにく　とりにく
だいず

こめパン　あぶら
でんぷん　こむぎこ
パンこ　さとう

たまねぎ しお　こしょう　ソース

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

コールスローサラダ さとう
マヨネーズ（たまごなし）

キャベツ　きゅうり
にんじん

す　しお　こしょう

ミネストローネ ベーコン　チーズ マカロニ　じゃがいも
にんにく　たまねぎ　にんじん
セロリ　かんぴょう　トマト
パセリ

コンソメ　しお
こしょう　ケチャップ

ごはん こめ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

とりにくとあつあげのレモンに とりにく　なまあげ
でんぷん　あぶら
さとう

レモン しお　さけ　しょうゆ

おひたし にんじん　もやし　こまつな しょうゆ

じゃがいもとわかめのみそしる あぶらあげ　みそ
わかめ

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

いわしのしょうがに いわし さとう しょうが しょうゆ

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

とうばんじゃん　みりん
しょうゆ　しお

いなかじる とりにく　みそ
とうふ

じゃがいも にんじん　しめじ　こまつな かつおぶし

まめいりカレーライス

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

カレールウ　しお
こしょう　あかワイン
ウスターソース

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

キャベツとコーンのサラダ にんじん　キャベツ
ブロッコリー　とうもろこし

ドレッシング

ヨーグルト ヨーグルト さとう

ごはん ごはん

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

モロのユーリンユイ モロ　えだまめ
でんぷん　あぶら
さとう

ねぎ　しょうが　しょうが しょうゆ　す

かんぴょうサラダ キャベツ　きゅうり
とうもろこし　かんぴょう

ドレッシング

ゆばのすましじる とうふ　わかめ　ゆば にんじん　こまつな
かつおぶし　さけ
しょうゆ　しお

基準エネルギー 650㎈ 4月平均エネルギー　661㎈

基準たんぱく質 26.8ｇ 4月平均たんぱく質　26.3ｇ

基準脂肪 18.1ｇ 4月平均脂肪　　　　19.5ｇ

基準塩分 2.０ｇ 4月平均塩分　　　 　 2.0ｇ

28 木

652㎈
29.4ｇ
18.8ｇ
2.0ｇ

かんぴょうは、ユウガオの実
をうすくけずって干したもの
です。栃木県の特産物で日本
一の生産量をほこります。一
年間で作られる量は、地球を
２周巻くことができるほどの
長さになるといわれていま
す。食物繊維や鉄が豊富にふ
くまれていて、腸の中をきれ
いにしてくれる働きがありま
す。煮物にすることが多いで
すが、今日はサラダにしまし
た。

27 水

773㎈
26.4ｇ
20.8ｇ
1.9ｇ

21 木

620㎈
28.7ｇ
17.8ｇ
1.8ｇ

生揚げは、豆腐を油で揚げた
ものです。油揚げと違い、豆
腐の状態を保つため、十分に
あげていないので、生揚げと
よばれています。生揚げはタ
ンパク質やカルシウム、鉄分
を豊富に含んだ食材です。焼
いたり、煮たりといろいろな
調理法で食べられています。

25 月

651㎈
24.4ｇ
20.1ｇ
2.0ｇ

鶏肉と、厚揚げを一口大に切
り、でん粉を付けて油で揚
げ、砂糖、しょうゆ、レモン
汁のタレで和えました。
鶏肉は、もも肉・胸肉・手羽
先・手羽元・ササミなど、た
くさんの部位に分けて売られ
ています。部位によって味や
食感、栄養などが異なりま
す。今日は胸肉を使っている
ので、さっぱりした食感で
す。

カレーには、スパイスがたく
さん使われています。風味や
香り、臭み消しの調味料のこ
とです。カレーに欠かせない
「ターメリック」というスパ
イスは、黄色い色を付けるた
めに使われ、全体を深みのあ
る風味にします。 今日のカ
レーには、３種類のお豆も
入っています。

26 火

646㎈
27.1ｇ
17.9ｇ
2.1ｇ

いわしは、日本全国でとれる
魚です。春から秋に旬を迎え
ますが、ほぼ1年中食べられ
ています。刺身・焼き物・揚
げ物、煮物など、いろいろな
調理法で食べられています。
時には、いわしの身をすりつ
ぶし丸めた「つみれ」になる
こともあります。今日は、
しょうが・しょうゆ・砂糖で
煮付けました。

639㎈
2608ｇ
19.7ｇ
2.1ｇ

ツナやしらたき、野菜を砂糖
としょうゆで煮て、ご飯の上
にのせて食べる「お魚丼」で
す。のり和えは、ゆでた野菜
をしょうゆ、みりんで味付け
し、最後にもみ海苔をたっぷ
り入れて和えます。のりの風
味が食欲をそそり、子どもた
ちからも人気の野菜料理で
す。

20 水

22 金

630㎈
24.1ｇ
26.4ｇ
1.8ｇ

ミネストローネは、主にトマ
トを使ったイタリアの野菜
スープで、「具だくさん」と
いう意味があります。今日の
スープには、にんじん・たま
ねぎ・じゃがいも・セロリ・
マカロニ・チーズなど、たく
さんの具材が入っています。
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