
エネルギー
(kcal)

たんぱく質(g)

ししつ(g)

えんぶん(g)

タコライス ぶたにく　だいず
チーズ

こめ　あぶら　さとう
にんにく　たまねぎ　たもぎたけ
トマト

ケチャップ　ウスターソース
しょうゆ　さけ　しお
こしょう

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

もずくスープ かまぼこ　もずく
たまご

ごま
にんじん　しょうが
チンゲンサイ

コンソメ　しょうゆ　しお
こしょう

みかんクレープ とうにゅう
さとう　こめこ
でんぷん　みずあめ

みかん　レモン

ごはん こめ

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
にら

しょうゆ
とうばんじゃん

ポークシューマイ ぶたにく　ほたて
でんぷん　さとう
こむぎこ

しょうが　たまねぎ　にんにく しお　しょうゆ

バンサンスー さとう　あぶら
はるさめ

キャベツ　もやし
にんじん

しょうゆ　す

きなこあげパン きなこ
コっぺパン　あぶら
さとう

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

ほうとう ぶたにく　みそ うどん
にんじん　だいこん　はくさい
かぼちゃ　ねぎ

かつおぶし　しょうゆ

かいそうサラダ かいそう
にんじん　キャベツ　もやし
とうもろこし

ドレッシング

とりごぼうごはん とりにく　あぶらあげ こめ　さとう　あぶら ごぼう　にんじん さけ　しょうゆ　みりん

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

トロカレイのてりやき トロカレイ さとう みりん　しょうゆ

のりあえ のり こまつな　もやし みりん　しょうゆ

こんさいごまじる ぶたにく　みそ
あぶら　じゃがいも
ごま

にんじん　だいこん　ねぎ にぼし　みりん

ごはん こめ（おやましの、のうかのか
たからいただきました）

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

かんこくのり のり あぶら しお

にくじゃが ぶたにく
あぶら　じゃがいも
しらたき　さとう　ごま

にんじん　たまねぎ　ねぎ しょうゆ

ごもくスープ かまぼこ　たまご あぶら　でんぷん
たまねぎ　にんじん　たけのこ
しいたけ　チンゲンサイ

コンソメ　しお
こしょう

むぎごはん こめ　むぎ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

おまめのカレー ぶたにく　まめ
だっしふんにゅう

あぶら　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　プルーン
トマト

カレールウ　こしょう
ウスターソース　ワイン

こんにゃくサラダ こんにゃく
こまつな　もやし　にんじん
とうもろこし

ドレッシング

アセロラゼリー さとう アセロラ

ごはん こめ（ＪＡよりいただきまし
た）

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

ほっけのぶんかぼし ほっけ

ごまあえ さとう　ごま こまつな　もやし　にんじん しょうゆ　みりん

とんじる ぶたにく　とうふ
みそ

あぶら　じゃがいも
こんにゃく

にんじん　ごぼう　だいこん
ねぎ

にぼし

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

こふきいも あおのり じゃがいも　ごま しお　こしょう

くきわかめのスープ たまご　くきわかめ でんぷん
はくさい　にんじん
とうもろこし

しお　コンソメ　しょうゆ
こしょう

ビビンバ
（ぶたにくのいためもの）

ぶたにく　あぶらあげ
こめ　さとう　あぶら
ごま

にんにく　ごぼう　にんじん
しいたけ

しょうゆ

ビビンバ
（ナムル）

さとう　あぶら
ほうれんそう　もやし
にんじん

しょうゆ　す

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

はとむぎいりちゅうかふうたまごスープ たまご はとむぎ　でんぷん はくさい　ねぎ　にんじん
コンソメ　しお　しょうゆ
さけ

ヨーグルト ヨーグルト さとう

令和３年　　　　　　　　　　１１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
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おもなざいりょう
そのた

ちょうみりょう
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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

4 木

670㎈
26.9ｇ
19.2ｇ
2.1ｇ

マーボー豆腐は中国の代表的
な料理です。山にかこまれた
四川省という寒い地域の料理
のため、唐辛子などを使って
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
入りのみそです。トウバン
ジャンは、ホイコーローやタ
ンタンめんなどにも使われま
す。

5 金

645㎈
24.9ｇ
23.5ｇ
2.7ｇ

ほうとうは、山梨県の郷土料
理です。ほうとうのめんは、
小麦粉をこねて平たい麺の形
にした独特のものです。ほう
とうは、旬の野菜をだし汁に
入れ、みそで味を付けるのが
定番です。今日の給食の麺は
小山のうどんが使ってありま
す。

1 月

2 水

675㎈
23.2ｇ
18.8ｇ
2.3ｇ

タコライスは、メキシコ料理
のタコスの具材をごはんの上
にのせた沖縄発祥の料理です
もずくスープのもずくは沖縄
県が生産量全国１位です。今
日のスープのもずくも沖縄産
を使っています。

うんどうかい だいきゅうのため、きゅうしょくはありません。

　　　　お や ま わ 食 の 日 小山市では、毎月8日を｢わ食
の日｣としています。和食の
「和｣、家族で食卓を囲むこと
の「輪」や、環境に配慮した
地産地消の「環」、この３つ
の取り組みが目的です。和食
は、栄養のバランスがよく、
季節や日本の行事を大切にし
た食事です。

8 月

640㎈
30.5ｇ
18.7ｇ
2.5ｇ

9 火

663㎈
24.4ｇ
17.5ｇ
2.1ｇ

韓国のりは、韓国の味付けの
りです。日本の味付けのりは
しょう油やみりんなどで味を
つけますが、韓国のりは、ご
ま油と塩で味をつけます。の
りを食べる文化は、世界でも
日本や韓国など一部の国しか
ありません。そして、のりを
世界中で一番多く食べている
のは韓国だそうです。

12 金

639㎈
27.5ｇ
22.6ｇ
3.5ｇ

ハンバーグは、ドイツのハン
ブルグで誕生しました。英語
ではパティ、ソ ールズベリー
ステ ーキ、ハンバーガース
テーキな どと呼ばれていま
す。焼いてソース をかけて食
べたり 、ソースで煮込んで食
べたりします 。

15 月

695㎈
27.1ｇ
20.5ｇ
2.3ｇ

「ヨーグルト」には、ブルガ
リア語で「酸味」、「力強い
という意味があります。ヨー
グルトは、牛乳を乳酸菌で発
酵させて作ります。発酵する
ときに「乳酸」ができるため
酸味があります。また、乳酸
菌がおなかの環境を整え、か
ぜなどに対する抵抗力をアッ
プしてくれます。

10 水

713㎈
22.8ｇ
18.3ｇ
1.8ｇ

カレーの本場のインドでは、
ほとんどの家庭が自家製のカ
レーを作っています。種類は
数百種もあり、肉類のほか魚
介類、野菜だけのものなどが
あり、香り、色、辛味も家庭
によって違います。日本のよ
うなとろみのあるものは少な
く、スープのようにサラッと
したものがほとんどです。

11 木

613㎈
27.7ｇ
16.0ｇ
2.1ｇ

豚汁は、野菜とぶた肉を煮込
んで作る汁物です。呼び方も
東日本では「とんじる」、西
日本や北海道では「ぶたじる
と呼んでいます。石川県では
「めった汁」、新潟県の上越
では「スキー汁」という名前
で呼ばれているそうです。



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 こめ（ふゆみずたんぼまい）

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

ホンモロコのからあげ ホンモロコ あぶら　こめこ
さけ　しお　こしょう
カレーこ

だいずのいそに だいず　あつあげ
ひじき

あぶら　こんにゃく
さとう

しょうゆ

さつまいもじる ぶたにく　みそ さつまいも
にんじん　ごぼう　だいこん
ねぎ　しいたけ

にぼし　みそ

ごはん こめ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

さけのもみじやき さけ　こなチーズ
ぎゅうにゅう

マヨネーズ（たまごなし） にんじん しお　こしょう　さけ

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

もやしのみそしる あぶらあげ　みそ じゃがいも にんじん　だいこん　もやし にぼし

ごはん こめ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

おやまのなっとう なっとう からし　たれ

あきやさいのにもの ぶたにく
あぶら　さといも　くり
こんにゃく　さとう

ごぼう　にんじん　だいこん
しいたけ　さやいんげん

みりん　しょうゆ　さけ

かんぴょうのみそしる あぶらあげ　みそ
にんじん　かんぴょう　にら
ねぎ

にぼし

こめパン こめパン

はとむぎラテ ぎゅうにゅう さとう　はとむぎ

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

とうふいりやさいスープ ベーコン　とうふ あぶら
にんじん　もやし　こまつな
はくさい

コンソメ　しお　こしょう
しょうゆ

キムチチャーハン ぶたにく こめ　あぶら にんにく　ねぎ　はくさいキムチ
コンソメ　しお
こしょう

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

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

ちゅうかあえ ごま　あぶら　さとう
ほうれんそう　もやし
にんじん

しょうゆ　す

ちゅうかふうかきたまじる たまご でんぷん
にんじん　たまねぎ　たけのこ
しいたけ

コンソメ　しお　しょうゆ
さけ

ごはん こめ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

さばみそに さば　みそ さとう

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

しょうゆ　す

いもに ぶたにく
あぶら　こんにゃく
さといも　さとう

ごぼう　にんじん　しめじ
ねぎ

さけ　しょうゆ　しお

じゃこごはん こんぶ　かつおぶし
ちりめんじゃこ

こめ　ごま みりん　しょうゆ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

がんもとやさいのにもの がんもどき こんにゃく　さとう
にんじん　しいたけ
さやいんげん

しょうゆ
みりん

とりにくとはくさいのみそしる とりにく　みそ
にんじん　はくさい　もやし
ねぎ

かつおぶし

ラフランスゼリー さとう ラフランス

ツナサンド ツナ
コッペパン
マヨネーズ（たまごなし）

にんじん　たまねぎ
とうもろこし

しお　こしょう

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

さつまいものシチュー ぶたにく
だっしふんにゅう

さつまいも　あぶら
なまクリーム

たまねぎ　にんじん
グリンピース

ベシャメルソース　しお
コンソメ　こしょう

みかん みかん

ごはん こめ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

きびなごフライ きびなご
さとう　じゃがいも
でんぷん　こめこ　あぶら

しょうが しお

ひじきのいために ひじき　さつまあげ あぶら　さとう にんじん　さやいんげん しょうゆ

せんべいじる とりにく せんべい
ごぼう　にんじん　だいこん
ねぎ　しめじ　はくさい　ねぎ

にぼし　しょうゆ　さけ
しお

チキンライス とりにく こめ　バター　あぶら たまねぎ　マッシュルーム
コンソメ　ケチャップ　しお
こしょう

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

さけのコーンクリームに さけ　チーズ
だっしふんにゅう

あぶら
たまねぎ　にんじん　はくさい
パセリ　とうもろこし

ベシャメルソース　しお
コンソメ　こしょう

ゆでやさい キャベツ　ブロッコリー
にんじん

ドレッシング

基準エネルギー 650㎈ １1月平均エネルギー　655㎈

基準たんぱく質 26.8ｇ １1月平均たんぱく質　26.3ｇ

基準脂肪 18.1ｇ １1月平均脂肪　　　　19.4ｇ

基準塩分 2.０ｇ １1月平均塩分　　　 　2.3.ｇ

令和３年　　　　　　　　　　１１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
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ととのえる

16

　　　　じ も と しょ く ざ い か つ よ う デー 
ホンモロコは、もともとは琵
琶湖だけにしか生息しない魚
で、京都などに料亭向けの高
級食材として出荷されていま
した。今では水がきれいな水
田などでも育てられるように
なりました。給食では、小山
市内の冬水田んぼで育てられ
た生きたままのホンモロコが
届けられ、給食室で唐揚げに
しました。

火

654㎈
22.8ｇ
19.8ｇ
1.8ｇ

17 水

632㎈
27.9ｇ
21.2ｇ
1.7ｇ

ちりめんじゃこは、カタクチ
イワシの子どもです。骨や歯
を丈夫にするカルシウムが多
く含まれています。小さいな
がらも噛み応えがあるので、
よくかんで食べると、むし歯
を防いだり、集中力がアップ
したり、体や脳にいろいろな
よい効果があります。

22 火

616㎈
24.0ｇ
16.9ｇ
3.1ｇ

キムチは、お隣の国「韓国」
発祥の漬け物です。それぞれ
の家庭や地方によっても特徴
があります。日本でおなじみ
の白菜を原料とするものだけ
ではなく、いろいろな野菜で
作られます。キムチは辛いと
いうイメージがありますが、
発酵によって生まれる独特の
風味や旨味があります。料理
の食材として使っても美味し
く食べられます。

24 水

679㎈
28.5ｇ
17.8ｇ
2.2ｇ

「いもに」は、山形県の郷土
料理です。秋が旬の里芋と肉
こんにゃく、きのこ、ねぎを
使った料理です。山形県では
「いもに」をふるまう“芋煮
会”というものが古くから行
われていてみそ味やしょうゆ
味など使う食材にも違いがあ
ります。

18 木

688㎈
30.4ｇ
18.8ｇ
2.2ｇ

給食の納豆は小山市福良の須
藤さんが育ててくださった大
豆を使っています。大豆は６
月に種をまき、１１月に収穫
します。その大豆を水につけ
てふやかし、柔らかくなるま
で煮ます。煮た大豆に納豆菌
をつけ、二日間ほど 寝かせる
と納豆のできあがります。

19 金

600㎈
25.2ｇ
19.0g
3.1ｇ

はとむぎラテは、栃木県産の
牛乳と小山市産のはとむぎの
エキスを使った飲み物です。
ラテという言葉は、イタリア
語で牛乳という意味です。小
山市 は、日本でも有数のはと
むぎの生産地です。

29 月

672㎈
25.3ｇ
17.4ｇ
2.3ｇ

せんべい汁は、青森県の郷土
料理です。せんべい汁に使わ
れるせんべいは、小麦粉と塩
を原料とした「かやきせんべ
い」と呼ばれるものです。食
べると独特のもちもちとした
食感があるように焼き上げて
作ります。汁物専用に開発さ
れたもので、煮込んでも溶け
にくいせんべいです。

30 火

630㎈
26.4ｇ
17.3ｇ
2.5ｇ

鮭の身は赤いですが「白身魚
です。鮭の身の赤い色は、ア
スタキサンチンと言われる色
素です。この色素は体や目の
疲れをとってくれるなどの効
果があると言われています。
鮭 の他にも、カニやエビなど
に多く含まれます。

25 木

621㎈
26.9ｇ
16.4ｇ
2.2ｇ

がんもどきは、油揚げや生揚
げの仲間です。水気を切って
くずした豆腐に、細かく刻ん
だごぼう、にんじん、昆布 な
どを混ぜて丸めて、油で揚げ
たものです。がんもどきの
「がん」は鳥の雁、「もどき
は「似せて作ったもの」から
由来しています。精進料理で
味が雁の味に似ているからと
言われています。

26 金

676㎈
27.3ｇ
28.2ｇ
2.3ｇ

さつまいもは秋が旬の食べ物
です。鹿児島県のさつま地方
より伝わったことから、さつ
まいもと呼ばれるようになり
ました。江戸時代に全国に広
められました。暖かい地域が
原産のいもなので、寒いとこ
ろや水が苦手です。


