
エネルギー

(kcal)

たんぱく質(g)

ししつ(g)

えんぶん(g)

むぎごはん（ドライカレー） こめ　むぎ

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 こめ　バター　あぶら
ごぼう　にんじん　たまねぎ
プルーン　ピーマン

コンソメ　カレーこ
カレールウ　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
グリンピース　とうもろこし

コンソメ　しお
こしょう

ヨーグルト ヨーグルト さとう

ごはん（スタミナどん） こめ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

スタミナどん ぶたにく
ごま　あぶら　さとう
しらたき

にんにく　しょうが
たまねぎ　にら　しいたけ

みりん　しょうゆ

そくせきづけ にんじん　きゅうり　キャベツ

わかめスープ とうふ　わかめ にんじん　ねぎ
コンソメ　しお
しょうゆ

れいとうみかん みかん

いちごこめパン こめパン　さとう いちご

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

じゃじゃめん ぶたにく　みそ
うどん　でんぷん
さとう　あぶら

にんにく　しょうが　たけのこ
しいたけ　ねぎ

さけ　しょうゆ
トウバンジャン

ちゅうかふうたまごスープ たまご でんぷん にんじん　もやし　にら
コンソメ　しお
しょうゆ　さけ

ごはん こめ さけ　しょうゆ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

かじきとあつあげのみそがらめ かじき　あつあげ
みそ

あぶら　こめこ　さとう しょうが さけ　しょうゆ

おひたし ごま にんじん　もやし　こまつな みりん　しょうゆ

とうがんのスープ とうふ　とりにく でんぷん
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

キムチチャーハン ぶたにく こめ　あぶら
にんにく　にんじん　ねぎ
はくさいキムチ

コンソメ　しょうゆ
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

やさいナムル さとう　あぶら ほうれんそう　もやし　にんじん す　しょうゆ

とうふいりわかめスープ たまご　わかめ
とうふ

でんぷん　ごま にんじん　ねぎ
コンソメ　しょうゆ
しお

わかめごはん わかめ こめ　ごま しお

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

モロのなんばんづけ モロ
でんぷん　あぶら
さとう

しょうが　たまねぎ　にんじん
あかパプリカ　きパプリカ

す　しょうゆ　しお
とうがらし　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

かんぴょういりオレンジゼリー さとう かんぴょう　オレンジ

ごはん こめ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

ぴりからにくじゃが ぶたにく　みそ
じゃがいも　しらたき
さとう　ごま

にんじん　ごぼう　さやいんげん
みりん　しょうゆ
いちみとうがらし

にらたまじる たまご　ゆば でんぷん にんじん　えのき　にら
かつおぶし　しょうゆ
しお

ひややっこ とうふ しょうゆ

ピザトースト サラミ　チーズ パン　あぶら
たまねぎ　マッシュルーム
とうもろこし　ピーマン

ピザソース

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

ワンタンスープ ぶたにく あぶら　ワンタン
にんじん　しいたけ　もやし
にら　ねぎ

しょうゆ　しお
こしょう

フルーツポンチ とうにゅう はちみつ　さとう
もも　レモン　みかん
パイナップル　りんご

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 　ピーマン　なす

あかワイン　カレーこ
ウスターソース
こしょう

かいそうサラダ かいそう
にんじん　きゅうり
キャベツ　とうもろこし

ドレッシング

ひゅうがなつゼリー 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　にんじん
グリンピース　エリンギ

しょうゆ
とうばんじゃん

ポークシューマイ ぶたにく
パンこ　こむぎこ
でんぷん　さとう

たまねぎ　しょうが しお

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
きゅうり

しょうゆ　す

ごはん（さんしょくどん） ごはん

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

とりそぼろ（さんしょくどん） とりにく　だいず さとう しょうが しょうゆ

ほうれんそうのごまあえ（さんしょくどん） ごま　さとう ほうれんそう　もやし しょうゆ

とうもろこしソティ（さんしょくどん） バター とうもろこし しお

かんぴょうのたまごとじ たまご でんぷん
にんじん　たまねぎ　にら
かんぴょう

かつおぶし　しょうゆ
しお

れいとうみかん みかん

1 水

ドライカレーは、日本で考え
られた汁気のないカレーです
ひき肉と、みじん切りにした
玉ねぎ、にんじんをよく炒め
て作ります。今日のドライカ
レーには、タンパク質や食物
繊維などの栄養を強化するた
めに大豆やミックスビーンズ
も加えてあります。

685㎈
27.5ｇ
20.0ｇ
2.1ｇ

6 月

652㎈
29.0ｇ
19.8ｇ
2.4ｇ

かじきは大きなものでは体が
４㍍、体重７００キロにもな
ります。剣のように長く鋭く
伸びた上あごで、舵木という
船のかたい木の板を突き刺す
ことを「かじきどおし」と言
います。これが「かじき」の
名前の由来となっています。

695㎈
31.0ｇ
19.3ｇ
2.5ｇ

687㎈
24.0ｇ
18.5ｇ
1.9ｇ

3

610㎈
24.6ｇ
20.0ｇ
3.5ｇ

7 火

13 月

火

2 木

619㎈
25.2g
15.4ｇ
1.6ｇ

わかめは海藻の仲間です。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
海の中では茶色っぽい赤い色
をしていますが、ゆでると緑
色になります。ミネラルやカ
ルシウム、鉄分など、大切な
栄養素を含んでいます

649㎈
25.9ｇ
20.9ｇ
3.0ｇ

金

622㎈
28.7ｇ
20.7ｇ
2.6ｇ

じゃじゃ麺は終戦後の盛岡市
で生まれました。平たい麺の
上にかける肉味噌は、挽肉、
生姜、ラー油、にんにく、竹
の子、しいたけなどを入れま
す。味付けは八丁味噌を使う
のが特徴です。

15 水

14

700㎈
22.2ｇ
17.1ｇ
1.6ｇ

夏野菜とは６月～８月が旬の
野菜を指します。私たちの体
は夏の強い日差しを浴びると
疲れやすくなったり熱中症に
なったりします。そこでこの
時期に夏野菜のカロテンや、
ビタミンC、Eを摂ることで
体を守り､野菜の水分で体温
を下げてくれる効果がありま
す。

9

　　　　　　　　　じ も と しょ く ざ い か つ よ う デ ー

ピザトーストは厚切りの食パ
ンにピザの具をのせて、上か
らとろけるチーズをかけて、
スチームコンベクションで焼
きます。オーブンだけで焼く
よりもスチームも加えて焼く
としっとりと仕上がります。

キムチは、韓国で生まれた漬
物で、家庭にはキムチが常に
あるそうです。日本でおなじ
みの白菜キムチだけではなく
キュウリで作る「オイキム
チ」、大根でつくる「カクテ
キ」などもあります。発酵に
よって独特の風味やうま味が
出るので、いろいろな料理の
食材としてもつかわれます。

8 水

　　　　　　　　　お　や　ま　わ  し ょ  く　の　日

677㎈
29.6ｇ
16.2ｇ
2.2ｇ

かんぴょうは栃木県の特産物
として有名で、生産量も日本
一をほこります。一年間で作
られる量は、かんぴょうで地
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。甘辛く煮て、お寿司の
具にしたり、ごま和えやかき
玉汁などにもします。食物繊
維や鉄が豊富にふくまれてい
て、体の中の汚れをきれいに
してくれる働きがあります。

木

649㎈
25.7ｇ
18.1ｇ
1.9ｇ

にらはカルシウムや、鉄、ビ
タミンなどの栄養が豊富な野
菜です。以前は栃木県が全国
１位の生産量でしたが、現在
は高知県がトップになりまし
た。栃木県では再び日本一を
目指して「栃木にらNo.1運
動」をしています。

10 金

海無し県の栃木県では、魚は
あまり食べられていなかった
ですが、モロの肉は傷みにく
いことから海のない栃木県に
も運ぶことができ、食卓に定
着しました。味は「鶏肉のよ
うな味」と例えられます。煮
物やフライ、焼き魚として食
べられています。

なすは種類が多く約170種
類もあるそうです。紫色黒
色、白色、緑色などの色や、
形も長いもの卵形、丸いも
の、小さいものなどがありま
す。なすは、体を冷やす作用
があります。まだ暑い日が続
くので、暑さに負けそうな時
や体のほてりなどがある時に
食べると効果的です。

令和３年　　　　　　　　９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
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う
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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



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

さばのしおやき さば しお

だいずのいそに ひじき　あぶらあげ
だいず

こんにゃく　さとう にんじん　さやいんげん しょうゆ

いなかじる とりにく　みそ じゃがいも
にんじん　ごぼう　しめじ
こまつな

かつおぶし

こめパン こめパン

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

ツナとトマトのスパゲティ ベーコン　ツナ
チーズ

あぶら　スパゲティ
にんにく　たまねぎ　にんじん
しめじ　トマト

ケチャップ　しお
こしょう

おまめのスープ とりにく
ミックスビーンズ

あぶら たまねぎ　にんじん　キャベツ
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 いわし
でんぷん　あぶら
さとう

みりん　しょうゆ

こまつなのおひたし ごま こまつな　もやし　にんじん しょうゆ

けんちんじる とうふ　みそ あぶら　さといも
にんじん　だいこん　ごぼう
ねぎ

にぼし　しょうゆ

じゅうごやデザート さとう みかん　ぶどう

ごはん（ビビンバどん） こめ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

ぶたにくのいために（ビビンバどん）
ぶたにく
あぶらあげ

あぶら　さとう にんじん　きりぼしだいこん しょうゆ

やさいナムル（ビビンバどん） さとう　あぶら　ごま ほうれんそう　もやし す　しょうゆ

くきわかめスープ くきわかめ　たまご でんぷん
えのき　にんじん　とうもろこし
ねぎ

コンソメ　しお
こしょう　しょうゆ

しろいんげんパン（ツナサンド）
しろいんげん
だっしふんにゅう

コッペパン　さとう

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

ツナサンドのぐ ツナ マヨネーズ（たまごなし）
にんじん　たまねぎ
とうもろこし

こしょう

だいがくいも あぶら　さとう　ごま
さつまいも　みずあめ

す

とうふとやさいのスープ とうふ　たまご でんぷん にんじん　しいたけ　にら
コンソメ　しょうゆ
しお　こしょう

ごはん こめ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

さけのごまふうみやき さけ ごま しょうゆ　みりん　さけ

ジャーマンポテト ベーコン じゃがいも　あぶら にんにく　たまねぎ　パセリ す　しお　こしょう

とりそぼろのこんさいじる とうふ　とりにく
みそ

あぶら
ごぼう　にんじん　だいこん
しめじ　ねぎ

にぼし　しょうゆ

ごはん こめ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

とりにくのしちみやき とりにく ごま　あぶら　さとう にんにく　ねぎ
しょうゆ
しちみとうがらし

ピーマンとじゃこのいためもの ちりめんじゃこ
かつおぶし

あぶら ピーマン　たまねぎ さけ　しょうゆ

キャベツとあぶらあげのみそしる あぶらあげ　みそ じゃがいも にんじん　キャベツ　にら にぼし

きょほうゼリー さとう きょほう

ごはん こめ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

ジャージャンどうふ ぶたにく　あつあげ
みそ

さとう　あぶら
しょうが　キャベツ　たまねぎ
にんじん　ピーマン

さけ　しょうゆ　しお
オイスターソース
とうばんじゃん

はるさめスープ はるさめ
にんじん　たまねぎ　きくらげ
チンゲンサイ

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

ごはん（おさかなどん） こめ　ごま

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

おさかなどんのぐ ツナ　だいず さとう　しらたき
にんじん　たまねぎ　しいたけ
とうもろこし

しょうゆ

こんぶづけ こんぶ キャベツ　きゅうり しお

とんじる ぶたにく　とうふ
みそ

あぶら　じゃがいも にんじん　ごぼう　だいこん
ねぎ

にぼし

基準エネルギー 650㎈ ９月平均エネルギー　663㎈

基準たんぱく質 26.8ｇ ９月平均たんぱく質　26.9ｇ

基準脂肪 18.1ｇ ９月平均脂肪　　　　19.6ｇ

基準塩分 2.０ｇ ９月平均塩分　　　 　 2.2ｇ

30 木

653㎈
25.2ｇ
19.9ｇ
1.7ｇ

昆布には、うまみのもとであ
る「グルタミン酸」がたくさ
ん含まれています。和食に欠
かせない出汁をとったり、今
日のように細切りにして、野
菜とあえたりして、おいしく
いただくことができます。食
物繊維やミネラルが豊富で健
康にもよいです。

16 木

664㎈
32.08g
19.7ｇ
2.4ｇ

さばに含まれる脂はDHAと
いうもので、血液をサラサラ
にして、血液の流れをよくし
てくれる働きがあります。他
にも、さばの血合いの部分に
は鉄分が多いことから貧血予
防にも役立ちます。このよう
に健康面で、さばの缶詰はと
ても人気です。

28 火

645㎈
27.0ｇ
14.6ｇ
2.0ｇ

ちりめんじゃこは、カタクチ
イワシの子供のことです。海
でとれたばかりのころは透明
ですが、茹でると白くなり、
少し干したものを｢しらす干
し｣、長く干したものを｢ちり
めんじゃこ｣といいます。頭
から丸ごと食べられるちりめ
んじゃこは、カルシウムがた
くさんとれる栄養満点の食べ
物です。

22

27 月

682㎈
30.0ｇ
19.3ｇ
1.9ｇ

「しょうが」は、日本でも古
くから使われている香辛料で
肉や魚の生臭みを消す働きだ
けではなく、味に深みが出て
おいしくなる効果もありま
す。きょうは肉団子は生姜の
すりおろしを加えて鶏肉の臭
みを消し、さわやかな味に仕
上げました。

24 金

29 水

668㎈
23.2ｇ
18.7ｇ
2.0ｇ

ジャージャン豆腐を漢字で書
くと、家と日常の常で家常と
読みます。中国の家庭料理の
1つです。中国の家庭にはい
つも豆腐があるので、日常的
に食べられる豆腐料理という
意味があるそうです。厚揚げ
は豆腐の水分を少なくして油
で揚げた物なので栄養も
ギュッと詰まっています。

708㎈
26.6ｇ
21.9ｇ
1.8ｇ

689㎈
25.2ｇ
28.9ｇ
2..7ｇ

大学いもとは、さつまいもを
油で揚げて水あめやしょうゆ
で作った甘辛いタレをからめ
たものです。名前の由来は大
正や昭和の大学生がよろこん
で買ったからといわれていま
す。さつまいもにはかぜ予防
のビタミンCや、おなかの調
子をととのえる食物せんいが
たくさん含まれています。

水

635㎈
26.3ｇ
19.0ｇ
2.2ｇ

くきわかめは、その名の通り
わかめのくきの部分で、コリ
コリした食感が特徴です。わ
かめには、骨をじょうぶにす
るカルシウムや血液をきれい
にするミネラルが豊富です。
また、お腹のそうじをしてく
れる食物繊維がたくさんふく
まれています。

ねつやちからになる
からだのちょうしを

ととのえる

令和３年　　　　　　　　９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

21 火

　　　　　　　　　じ ゅ　う　ご　や　こ　ん　だ　て

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

17 金

675㎈
29.3ｇ
25.7ｇ
2.3ｇ

「トマトが赤くなると医者が
青くなる」ということわざが
あるほど栄養たっぷりです。
赤い色は「リコピン」という
色素で、がん予防や風邪予防
にもなります。また、体の中
の塩分を外に出してくれる働
きもあるので、高血圧の予防
にもなります。

ちやにくになる

十五夜は農作物の収穫に感謝
する日です。団子やススキ、
里芋、ぶどうなどの丸い形を
した物や、収穫した物をお供
えします。里芋などの芋類の
収穫を祝うことから「芋名
月」ともいわれます。お供え
した物を食べることで、神様
との結びつきが強くなると考
えられています。
今日の給食では里芋を入れた
けんちん汁や十五夜にちなん
だゼリーを出します。


