
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

さばのスタミナやき さば さとう　ごまあぶら にんにく　しょうが
しょうゆ
しちみとうがらし

こんぶづけ しおこんぶ キャベツ　きゅうり　にんじん

とうがんとひきにくのスープ とりにく
とうふ

でんぷん　あぶら
しょうが　とうがん　にんじん
しいたけ　こまつな

しょうゆ　コンソメ
しお　こしょう

パンプキンこめパン こめパン　さとう かぼちゃ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

ペンネナポリタン ハム　チーズ ペンネ　あぶら
にんじん　たまねぎ
マッシュルーム　ピーマン

ケチャップ　こしょう
しお　ウスターソース

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　こまつな
とうもろこし

コンソメ　しお
こしょう

ぶたキムチどん ぶたにく　みそ
こめ　あぶら　さとう
むぎ　でんぷん　ごま

にんじん　たまねぎ　にんにく
しょうが　えりんぎ
はくさい　ねぎ　にら

しお　こしょう
しょうゆ　さけ
キムチ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

とうもろこしスープ とうふ　たまご でんぷん とうもろこし　チンゲンサイ
コンソメ　しょうゆ
しお　こしょう

ひゅがなつゼリー さとう ひゅうがなつ

むぎごはん こめ　むぎ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

なすいりマーボーどうふ ぶたにく　とうふ
みそ

あぶら　さとう
でんぷん

たまねぎ　しょうが　なす
にんにく　ねぎ　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 はるさめ　さとう
あぶら

にんじん　こまつな　もやし しょうゆ　す

ごはん（かきあげどん） えび　いか
こめ　こむぎこ
あぶら
さとう

ごぼう　にんじん　しゅんぎく
たまねぎ

てんどんのタレ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

のりあえ のり こまつな　もやし　キャベツ しょうゆ　みりん

たなばたじる なると
ゆば

そうめん にんじん　えのき　みつば
かつおぶし
しょうゆ　しお

たなばたゼリー さとう りんご　ぶどう　みかん

えだまめごはん えだまめ　わかめ こめ　ごま　さとう しお

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

ホッケのやきざかな ほっけ しお

きりぼしだいこんハリハリづけ さとう
きりぼしだいこん　みずな
にんじん　きゅうり

しょうゆ　す　みりん

かみなりじる とうふ　たまご
とりにく

でんぷん にんじん　たまねぎ　ねぎ
かつおぶし　しょうゆ
しお

フィッシュバーガー ホキ
コッペパン　こむぎこ
パンこ　あぶら

ゆでキャベツ キャベツ ソース

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

はとむぎいりミネストローネ ベーコン じゃがいも　はとむぎ
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

はくとうヨーグルト ヨーグルト
だっしふんにゅう

さとう もも

9 金

636㎈
29.1ｇ
19.4ｇ
2.6ｇ

枝豆は大豆が未成熟なうちに
収穫したもので完熟すると大
豆になります。６～８月にか
けて旬を迎える枝豆は、豆を
枝付きのままゆでたことから
名前がつきました。大豆と同
じようにタンパク質やカルシ
ウム、鉄分が多く、大豆には
無いビタミンCが入っていま
す

634㎈
31.5ｇ
17.0ｇ
3.3ｇ

630㎈
29.8ｇ
19.4ｇ
2.3ｇ

5

720㎈
23.9ｇ
21.7ｇ
2.7ｇ

　　　た な ば た こ ん だ て

7 水

　　　　お や ま わ し ょ く の 日 こ ん だ て

8 木

1 木

 [とうがん]は漢字では冬の瓜
と書きますが、夏から秋に旬
を迎える野菜です。冬まで保
存できるので、この名前がつ
きました。あっさりとした味
でクセが無いため、薄味に煮
て、くずあんをかけたり、
スープに入れたりします。

6 火

652㎈
25.4ｇ
18.2ｇ
2.0ｇ

きょうの麻婆豆腐には今が旬
の「なす」を入れました。な
すは夏から秋が旬の野菜で、
色は紫、黒、白、緑などがあ
り、形も長いもの、卵形、丸
いもの、小さいものなどさま
ざまです。食べると体を冷や
す作用があり、暑さに負けそ
うな時や体のほてりやのぼせ
がある時に食べると効果的で
す。

月

669㎈
27.7ｇ
17.5ｇ
2.2ｇ

キムチはお隣の国「韓国」の
漬物で、ほとんどの家庭で作
られています。野菜についた
乳酸菌が発酵してできた発酵
食品です。しかしなんとキム
チにもヨーグルトと同じくら
いの乳酸菌が含まれているの
です。他にも野菜のビタミン
や唐辛子の体を温める作用な
どにより、体にてとも良い健
康食品です。

2 金

604㎈
25.3g
16.7ｇ
3.5ｇ

ペンネとはイタリア語で、羽
根やペンを指し、先が尖った
形をしています。また、管の
ように穴が開いているので、
ソースが中に入り、おいしく
食べられます。ソースには粉
チーズがたっぷり入っていま
すが、チーズはたんぱく質や
カルシウム、ビタミンＡが多
く、、成長期の皆さんには特
に食べてほしい食品です

７月７日は「たなばた」で
す。天の川をはさんで、離れ
ばなれになってしまった織り
姫と彦星が年に１回、７月７
日の夜に出会うという伝説か
ら生まれた行事です。織り姫
は、はた織りがじょうずだっ
たことから、裁縫がじょうず
になるようにと願いをこめ
て、野菜やくだものをお供え
したそうです。今日のすまし
汁はそうめんが入った七夕汁
です。

令和３年　　　　　　　　　　7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

桃の原産は中国で、日本では
弥生時代の遺跡からも桃の種
が見つかっています。中国で
は桃を食べた仙人が不老不死
となった説話があることから
桃には邪気を払う効果がある
と考えられ、日本でも、鬼退
治の昔話「桃太郎」につな
がったという説もあります。
白桃は岡山県で発見された桃
で、果肉が白く、甘みが強い
です。



エネルギー

(kcal)

たんぱく質(g)

ししつ(g)

えんぶん(g)

ごはん ふゆみずたんぼまい

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

ぶたにくのソースづけ ぶたにく たまねぎ　　にんじん　セロリ
トマトケチャップ
ウスウターソース

こふきいも あおのり じゃがいも　ごま しお　こしょう

モロヘイヤスープ ベーコン　たまご
たまねぎ　　モロヘイヤ
とうもろこし　にんじん

コンソメ　しょうゆ
しお　こしょう

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

とりにくのにくじゃが とりにく
あぶら　さとう
しらたき

たまねぎ　にんじん
さやいんげん

さけ　しょうゆ

とうふとわかめのみそしる あぶらあげ　とうふ
わかめ　みそ

にんじん　こまつな　ねぎ にぼし

アセロラゼリー さとう アセロラ

むぎごはん（カレーライス） こめ　むぎ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

なつやさいカレー ぶたにく
だっしふんにゅう

あぶら
にんにく　しょうが　たまねぎ
にんじん　かぼちゃ　トマト
プルーン 　さやいんげん　なす

あかワイン　カレーこ
ウスターソース
こしょう

こまつなとちくわのソティー ちくわ あぶら もやし　こまつな さけ　しょうゆ

れいとうみかん みかん

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

アジのなんばんづけ アジ こめこ　あぶら　さとう
しょうが　たまねぎ　ピーマン
あかパプリカ　きパプリカ

さけ　みりん　す
しょうゆ　しお
いちみとうがらし

ひややっこ とうふ たれ

あつあげとキャベツのみそしる あつあげ　みそ にんじん　キャベツ　こまつな にぼし

しろいんげんパン しろいんげん
だっしふんにゅう

パン　マーガリン

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

ひやしうどん うどん きゅうり　にんじん めんつゆ

ちくわのいそべあげ ちくわ　あおのり こむぎこ　あぶら

こまつなのごまあえ ごま　さとう
こまつな　もやし　にんじん
キャベツ

みりん　しょうゆ

タコライス ぎゅうにく　ぶたにく
だいず　チーズ

こめ　さとう にんにく　たまねぎ　トマト
ケチャップ　しょうゆ
ウスターソース　さけ
しお　こしょう

ゆでキャベツ キャベツ

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

にんじん　こまつな　しょうが
コンソメ　しお
こしょう　しょうゆ

シークワーサーゼリー さとう シークワーサー

バターライス こめ　バター コンソメ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

グーラッシュ

ぶたにく
だっしふんにゅう
ひよこまめ
あおえんどうまめ
あかいんげんまめ

じゃがいも　あぶら
にんにく　たまねぎ　にんじん
マッシュルーム　あかパプリカ
トマト

あかワイン
ハヤシフレーク
ウスターソース

キャベツとコーンのサラダ キャベツ　とうもろこし
ブロッコリー

ドレッシング

パインクレープ とうにゅう
こめこ　でんぷん
さとう

パイナップル

基準エネルギー 650㎈ ６月平均エネルギー　667㎈

基準たんぱく質 26.8ｇ ６月平均たんぱく質　26.5ｇ

基準脂肪 18.1ｇ ６月平均脂肪　　　　18.6ｇ

基準塩分 2.０ｇ ６月平均塩分　　　 　 2.5ｇ

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

758㎈
25.0ｇ
22.1ｇ
2.0ｇ

16 金

698㎈
24.0g
24.6ｇ
3.9ｇ

今日のパンは、白インゲン豆
のペーストをパンに練り込ん
で焼いたパンです。ほのかに
甘くしっとりしています。
磯辺揚げの磯辺とは、「青の
り」のことです。竹輪に、青
のりを混ぜた小麦粉の衣を付
けて油で揚げました。青のり
によく似た｛あおさ」という
ものも出回っていますが、青
のりは香りも良く高級品です

19 月

668㎈
25.7ｇ
17.2
2.3ｇ

もずくは若布やのりと同じ海
藻の仲間です。他の海藻に
くっついて成長するので「藻
付く」という名前が付いたそ
うです。暖かい海で育ち、日
本では沖縄県で多く栽培され
ています。もずくにはフコダ
インという成分が含まれ、胃
の中に入ると強力なヌルヌル
パワーで胃の粘膜にへばりつ
き、粘膜を保護してくれま
す。

20 火

小山市では東京オリンピック
でハンガリー水泳チーム合宿
の受け入れを予定していま
す。そこでハンガリーを応援
するため、給食でもハンガ
リー料理を出します。グヤー
シュはハンガリーの人々に
とって、最もシンボル的な料
理です。パプリカと玉ねぎ、
牛肉、じゃがいもなどを煮込
んで作る料理です。グヤー
シュのグヤは牛の群れを意味
し、グヤーシュという単語は
「牛飼い」を意味します。給
食では豚肉を使い､豆も加え
ました。

　　　オ リ パ ラ こ ん だ て 「ハ ン ガ リ ー り ょ う り」 

令和３年度　　　　　　　　　　7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

15 木

647㎈
26.6ｇ
21.1ｇ
2.3ｇ

冷や奴は、冷やした豆腐の上
にねぎ・かつお節・しょうが
などの薬味をのせ、しょうゆ
やタレなどをかけたもので
す。奴とは大名行列の「槍持
ち奴」の着物の模様だそうで
すが、その四角い模様が豆腐
に似ているため、冷や奴と呼
ばれるそうです。

12

14 水

694㎈
24.4ｇ
15.6ｇ
1.7ｇ

きょうは夏野菜を使ったカ
レーです。夏野菜とは夏に収
穫される野菜で、きゅうりや
なす、トマト、ピーマン、オ
クラ、かぼちゃ、とうもろこ
しなどがあります。カロテン
やビタミンCなどの栄養がた
くさん入っていて、夏バテを
防ぐ効果があります。きゅう
りやトマトなどはそのまま食
べられる便利な野菜です。

モロヘイヤは、ビタミンＡや
ビタミンＣ、食物せんいなど
をふくんだ栄養満点の野菜で
す。原産地はエジプトでは、
王様の病気がモロヘイヤの
スープを飲んで治ったという
言い伝えがあり「王様の野
菜」と呼んでいるそうです。

13 火

678㎈
25.5ｇ
15.3ｇ
2.2ｇ

肉じゃがは豚肉や牛肉で作る
のが一般的ですが、今日の給
食では鶏肉で作ってみまし
た。いつもと比べてどうで
しょうか？
わかめは若い葉の所を食べる
ので「わかめ」という名前が
つきました。カルシウムや鉄
分など健康に必要な栄養素が
たくさん含まれています。み
そ汁の実や、酢の物やサラダ
などにもよく使われます。

　　　　お や ま じ ば さ ん ぶ つ の 日 

月

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

一口メモ

658㎈
27.8ｇ
15.8ｇ
2.3ｇ


