
エネルギー
(kcal)

たんぱく質(g)

ししつ(g)

えんぶん(g)

ハンバーガー とりにく　ぶたにく
パンこ　あぶら
でんぷん　さとう

マッシュルーム　たまねぎ
にんにく　しょうが

ケチャップ　ソース
しょうゆ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

ゆでやさい ブロッコリー　カリフラワー ドレッシング

ジャーマンスープ ベーコン　あぶら じゃがいも　でんぷん
セロリ　にんじん　たまねぎ
パセリ

コンソメ　しお
こしょう

もものゼリー さとう もも

ごはん こめパン　さとう かぼちゃ

あじつけのり のり さとう しょうゆ　みりん

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

にくどうふ ぶたにく　とうふ
しらたき　あぶら
さとう

はくさい　ねぎ　しいたけ
みりん　しょうゆ
とうがらし

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　えのき にぼし

むぎごはん こめ　むぎ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

もりのきのこカレー ぶたにく
だっしふんにゅう

じゃがいも
にんにく　たまねぎ　にんじん
しめじ　たもぎたけ　トマト
プルーン

ワイン　カレーこ
ケチャップ　こしょう
ウスターソース

かいそうサラダ かいそう
にんじん　キャベツ
とうもろこし

ドレッシング

レモンゼリー さとう レモン

こめパン こめパン

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

スパゲティナポリタン ハム　チーズ スパゲティ　あぶら
にんにく　にんじん　たまねぎ
マッシュルーム　トマト
ピーマン

ケチャップ　しお
こしょう

かくぎりやさいスープ ベーコン じゃがいも
にんじん　キャベツ
とうもろこし

コンソメ　しお
こしょう

ごはん こめ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

やきとりふうに とりにく　とりレバー
とうふ

でんぷん　あぶら
さとう

しょうが ねぎ　みりん　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　こまつな にぼし

ブルーベリーゼリー さとう ブルーベリー

くりごはん こめ　くり さけ　しょうゆ　しお

ぎゅうにゅう はとむぎ

さけのもみじやき さけ　チーズ
ぎゅうにゅう

マヨネーズ（たまごなし） にんじん さけ　しお　こしょう

こんぶづけ こんぶ キャベツ　きゅうり しお

にらのかきたまじる たまご でんぷん にんじん　しいたけ　にら
かつおぶし　しょうゆ
しお

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　みそ
とうふ

あぶら　さとう
でんぷん

にんにく　しょうが　ねぎ
にんじん　たまねぎ　えりんぎ
グリンピース

しょうゆ
トウバンジャン

はるまき とりにく　ぶたにく
あぶら　はるさめ
でんぷん　こむぎこ
さとう

たまねぎ　たけのこ　にんじん
きくらげ　しょうが

しょうゆ　しお

やさいナムル あぶら　さとう ほうれんそう　もやし　にんじん しょうゆ　す

ごはん こめ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

スタミナやき ぶたにく
あぶら　さとう
でんぷん

にんにく　しょうが　たまねぎ
にら

しょうゆ　みりん

そくせきづけ ごま キャベツ　きゅうり しお

こまつなととうふのみそしる とうふ　みそ にんじん　しめじ　こまつな にぼし

ピラフ とりにく　えび こめ　バター　あぶら たまねぎ　にんじん
コンソメ　しお
こしょう

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

スペインふうオムレツ たまご　ベーコン
ぎゅうにゅう　チーズ

でんぷん　あぶら たまねぎ す　しお

ゆでやさい ブロッコリー　キャベツ
とうもろこし

ドレッシング

かんぴょういりミネストローネ ベーコン
じゃがいも　マカロニ
あぶら

にんにく　たまねぎ　にんじん
セロリ　かんぴょう　トマト

ケチャップ　コンソメ　しお
こしょう

ごはん こめ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

いわしのかばやき あわし
さとう　でんぷん
あぶら

しょうゆ　みりん

おひたし かつおぶし こまつな　もやし しょうゆ

けんちんじる あぶらあげ　みそ
とうふ

こんにゃく　さといも
あぶら

にんじん　だいこん　ねぎ
ごぼう

しょうゆ　しお

こめパン こめパン

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

にこみうどん とりにく うどん
にんじん　だいこん　しいたけ
ねぎ

かつおぶし　しょうゆ

やさいかきあげ あぶら　こむぎこ
たまねぎ　にんじん　ごぼう
しゅんぎく

しお

ほうれんそうのごまあえ さとう　ごま
ほうれんそう　はくさい
にんじん

みりん　しょうゆ

ラフランスゼリー さとう　みずあめ ラフランス

668㎈
25.9ｇ
20.1ｇ
2.6ｇ

13 水

えびは、日本人にとって身近
な食材です。私たちがふだん
食べているえびは、ほとんど
がインド、ベトナム、インド
ネシアなど外国でとれたもの
です。日本でとれるえびは、
三重県でとれる「伊勢えび」
や、静岡県でとれる「さくら
えび」が有名ですが高価格で
す。

14 木

702㎈
28.4ｇ
23.5ｇ
1.9ｇ

いわしは、日本全国でとれる
魚で、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
物などにしたり、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、揚
げたいわしに甘辛のたれを漬
けて蒲焼きにしました。

令和３年　　　　　　　　　　１０がつのこんだてよていひょう　  (二小・三小）　   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

625㎈
25.9ｇ
23.7ｇ
3.3ｇ

じゃがいもは南米のアンデス
高原が原産地です。日本には
インドネシアのジャカルタか
らやってきたため、「じゃが
いも」と呼ばれるようになり
ました。短期間で収穫できる
ので、重宝な食料とされてい
ます。暑さが苦手で、２月に
植え付けし5月に収穫します

7 木

623㎈
23.9ｇ
17.1ｇ
1.8ｇ

5

4 月

肉豆腐はすき焼きと似ていま
すが、すき焼きが肉をメイン
なのに対し、肉豆腐は豆腐が
メインです。野菜は白菜やね
ぎ、人参など季節のものを入
れます。絹ごし豆腐のなめら
かなものを楽しむこともでき
ます。

1 金

690㎈
24.9ｇ
17.4ｇ
2.0ｇ

火

718㎈
24.9ｇ
17.8ｇ
1.8ｇ

きのこの種類は３００種類く
らいあるそうですが、私たち
が普段食べているものは人工
的に作られたものです。しい
たけ、えのきたけ、しめじ、
まいたけ、なめこ、エリンギ
などです。きのこは血液をサ
ラサラにしたり、骨を強くし
たり、肥満を予防したりする
などします。

6 水

587㎈
25.1ｇ
18.1ｇ
2.7ｇ

スパゲティーやマカロニなど
は「パスタ」と呼ばれていま
す。12世紀にはイタリアで
作られていたそうで、19世
紀には全世界に広まりました
パスタが、一般の家庭で食べ
られるようになったのは昭和
30年頃からです。

焼き鳥風煮にはレバーが入っ
ています。レバーとは、肝臓
のことで、鉄分や、ビタミン
Ａなどがたくさん入っていま
す。鉄分は血を作る元にな
り、ビタミンＡは、皮膚や粘
膜を丈夫にし、目の働きを良
くする力もあります。

607㎈
28.0ｇ
16.5ｇ
1.9ｇ

　　　　お や ま わ 食 の 日

8 金
679㎈
30.0ｇ
20.3ｇ
2.1ｇ

678㎈
24.9ｇ
20.2ｇ
2.1ｇ

火

豚肉にはビタミンB１がたく
さん入っています。ビタミン
B1の働きは、食べたご飯や
パンなどの炭水化物を、私た
ちの体でエネルギーに換える
のを助けけてくれます。また
疲れを取る働きもあるので、
特に夏の疲れには有効です。

栗は縄文時代の遺跡からも発
見され、昔から食べられてき
たものです。おもな成分は、
炭水化物です。また、種実類
の中では脂質がすくないのも
特徴です。その他、ビタミン
B1や食物繊維もあり、疲労
の回復や便秘を解消する効果
も期待できます。栗ご飯の他
にも、秋野菜の煮物などに加
えて、季節感を味わえます。

11 月

豆腐は大豆から作られます。
先ず、大豆を砕き、水を加え
て煮た汁が豆乳です。これに
ニガリを加え、固めたものが
豆腐になります。木綿豆腐は
水分が少なく、煮崩れしにく
いのが特徴です一方絹ごし豆
腐はなめらかさが特徴です。
料理によって、どちらの豆腐
にするか使い分けます。

12

15 金

654㎈
23.5ｇ
24.0ｇ
2.3ｇ

うどんは小麦粉に水を加えて
練り合わせ、めんに加工した
ものです。コシのある歯ごた
えと、つるつると、のど越し
よく食べられることから、日
本では、昔からよく食べられ
てきました。夏は冷たいそう
めん、寒い時期には体を温め
るには煮込みうどんや鍋焼き
うどんなど、工夫次第でいろ
いろ楽しめます。



エネルギー
(kcal)

たんぱく質(g)

ししつ(g)

えんぶん(g)

ふゆみずたんぼごはん ふゆみずたんぼまい

ホンモロコのからあげ ホンモロコ
こめこ　あぶら
さつまいも　ごま
さとう　みずあめ

さけ　しお　こしょう

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

じゃがいものそぼろに とりにく
あぶら　じゃがいも
しらたき　さとう

たまねぎ　にんじん
さやいんげん

しょうゆ

キャベツのみそしる ふ　みそ にんじん　えのき　キャベツ にぼし

ごはん こめ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

ホッケのしおやき ホッケ しお

だいずのいそに あぶらあげ　だいず
ひじき

あぶら　さとう
こんにゃく

さやいんげん しょうゆ

だいこんのみそしる わかめ　みそ にんじん　だいこん　ねぎ にぼし

くりタルト とうにゅう
さつまいも　さとう
こめこ　くり　でんぷん
あぶら

はとむぎごはん こめ　はとむぎ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

おとんとごぼうのかりんあげ ぶたにく
こめこ　あぶら
さとう

しょうが　ごぼう　にら しょうゆ

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

しょうゆ　す

ゆばたまじる ゆば　たまご でんぷん にんじん　ほうれんそう しょうゆ　しお

じゃこごはん ちりめんじゃこ
こんぶ

こめ　ごま みりん　しょうゆ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

さんまのうめに さんま さとう　でんぷん うめ みりん　しょうゆ　しお

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

とんじる ぶたにく　みそ
とうふ

あぶら　じゃがいも
ごぼう　にんじん　だいこん
ねぎ

にぼし

ホットドック ウインナー パン　あぶら キャベツ
しお　こしょう
トマトケチャップ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

よくばりスープ ベーコン　えび
ぎゅうにゅう

じゃがいも　あぶら
たまねぎ　にんじん　しめじ
とうもろこし　パセリ

ベシャメルソース
コンソメ　しお

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

はっぽうさい ぶたにく　いか
あぶら　でんぷん
さとう

しょうが　にんじん　たけのこ
たまねぎ　キャベツ　しいたけ
チンゲンサイ

さけ　コンソメ
しお　しょうゆ

ポークシューマイ ぶたにく
パンこ　あぶら　さとう
こむぎこ　でんぷん

たまねぎ　しょうが
さけ　コンソメ
しお　しょうゆ

わかめスープ とうふ　わかめ ごま にんじん　ねぎ
コンソメ　しょうゆ
しお

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

さばのスタミナやき さば さとう にんにく　しょうが しょうゆ

きりぼしだいこんにもの あぶらあげ あぶら　さとう にんじん　しいたけ さけ　しょうゆ

じゃがいものみそしる わかめ　みそ じゃがいも
にんじん　たまねぎ　しめじ
ねぎ

にぼし

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

にくじゃが ぶたにく
あぶら　じゃがいも
しらたき　さとう

にんじん　たまねぎ
さやいんげん

さけ　しょうゆ

こまつなのみそしる あぶらあげ　みそ
にんじん　たまねぎ　ねぎ
こまつな

にぼし

ごはん こめ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

とりにくのからあげ とりにく あぶら　でんぷん しょうが　にんにく さけ　しょうゆ

かわりきんぴら さつまあげ
こんにゃく　さとう
あぶら

かんぴょうのかきたまじる たまご でんぷん にんじん　かんぴょう　にら
かつおぶし　しお
しょうゆ

アセロラゼリー さとう アセロラ

ミートサンド ぶたにく　だいず
パン　あぶら　バター
パンこ

たまねぎ　にんじん　トマト
カレーこ　ケチャップ
しお　こしょう

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

ポトフ ウインナー じゃがいも
だいこん　キャベツ　にんじん
ブロッコリー

コンソメ　しお
こしょう

パンプキンババロア とうにゅう
さとう　みずあめ
あぶら

かぼちゃ しお

基準エネルギー 650㎈ １０月平均エネルギー　662㎈

基準たんぱく質 26.8ｇ １０月平均たんぱく質　26.1ｇ

基準脂肪 18.1ｇ １０月平均脂肪　　　　20.2ｇ

基準塩分 2.０ｇ １０月平均塩分　　　 　 2.2ｇ

　　　　　　ハ ロ ウ イ ン き ゅ う し ょ く

691㎈
27.1ｇ
19.1ｇ
2.0ｇ

納豆は大豆に納豆菌をつけ
て、発酵させて作ります。発
酵させることで、大豆では少
なかったビタミン類が増えた
り、納豆のネバネバ成分が粘
膜を守る働きをしてくれたり
します。大豆から納豆に変身
するだけで、栄養素が変わる
なんてすごいですね。

690㎈
27.0ｇ
20.3ｇ
1.7ｇ

ほっけは、冬から春が旬の魚
です。日本海やオホーツク海
を中心に生息しています。卵
を産む冬の時期のほっけは、
他の時期にとれるものよりも
栄養がたくさんあります。脂
がのっていて、おいしいです
ほっけという漢字は魚偏に花
と書きます。体の模様が花模
様に見えるからです。

710㎈
29.9ｇ
22.7ｇ
2.1ｇ

21 木

　　　　じ も と し ょ く ざ い か つ よ う デ ー 

20 水

694㎈
27.4ｇ
22.5g
2.4ｇ

さんまは漢字で[秋]の[刀]の
[魚]と書きます。色や形が刀
のようにみえることから、こ
の名前がついたと言われてい
ます。旬のさんまは脂がのっ
ていて、とても美味しいです
が、近年、温暖化や様々な影
響で、秋刀魚が不漁になるこ
とが多くなっています。

はとむぎは、殻をむくと見た
目が真珠のように白く丸い形
をしています。そのため、別
名『パールバーレー』真珠麦
とも呼ばれています。はとむ
ぎは私たちの肌をきれいにし
たり、便秘を改善してくれる
効果があります。また、コレ
ステロールを低下させる働き
や血管を丈夫にする働きもあ
り、体に良い穀物として昔か
ら知られています。

19 火

640㎈
24.9ｇ
26.9ｇ
3.1ｇ

ヨーグルトは牛乳に乳酸菌と
いう菌をまぜて、発酵させた
もので、おなかの調子を整え
たり、免疫力を高めたりする
働きがあります。牛乳よりも
たんぱく質やカルシウムが体
の中に吸収されやすいです。

月

638㎈
21.3ｇ
16.8ｇ
2.3ｇ

みなさんは「ラムサールホン
モロコ」を知っていますか？
ラムサールとは自然保護を目
的とした「ラムサール条約」
のことで、渡良瀬遊水地が２
０１２年にラムサール条約湿
地に登録され、その近くのた
んぼで育てられたホンモロコ
をラムサールホンモロコ」と
呼んでいます。

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

令和３年　　　　　　　　　　１０がつのこんだてよていひょう　  (二小・三小）　   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

からだのちょうしを
ととのえる
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　　　　お こ め ウ イ ー ク (お米を中心とした日本型食生活を見直そうという週間です）

29 木

ポトフはフランスの家庭料理
のひとつです。ポトが鍋、フ
が火のことで、「火にかけた
鍋」という意味です。ソー
セージなどの肉と、にんじ
ん・たまねぎ・かぶなどの野
菜を大きく切って、じっくり
煮込んだ料理です。きょうは
かぶの代わりに大根で作りま
した。

28 水

701㎈
27.0ｇ
18.3ｇ
2.1ｇ

かんぴょうは、夕顔というウ
リ科の植物の果肉から作りま
す。毎年２月頃から苗作りを
始めて、７月から８月にかけ
て収穫されます。収穫した夕
顔は果肉の部分を紐状にむい
て、真夏の太陽の下 、２日
間乾燥させて作られます。高
級品で京都などの料亭で使わ
れますが、栃木県では県産品
としてたくさん使われていま
す

25 月

658㎈
26.9ｇ
20.0ｇ
2.3ｇ

「お米ウィーク」とは、ご飯
を中心とした日本型食生活を
見直す一週間です。日本では
お米を2000年以上も前から
栽培していて、主食として食
べてきました。ご飯に、汁
物、おかずの組み合わせは
「日本型食生活」と呼ばれ、
栄養のバランスがとりやすく
なっています。

26 火

641㎈
26.3ｇ
17.7ｇ
1.9ｇ

今日のお米は、小山市でとれ
た「ラムサールふゆみず田ん
ぼ米」ですラムサール条約湿
地に登録された、渡良瀬遊水
池の周辺で、冬の田んぼに水
を張る農法によって栽培され
農薬もできるだけ使わず、安
心安全でおいしいお米です。

27 水

617㎈
25.2ｇ
23.1ｇ
3.0ｇ

22 金


