
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

ハンバーグわふうソースかけ 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

ジャーマンポテト バター　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

とうもろこしスープ たまご あぶら　でんぷん
しょうが　ねぎ　とうもろこし
ほうれんそう

コンソメ　しょうゆ
しお　しょうゆ

なめし かつおぶし こめ　ごま　さとう
ひろしまな　きょうな
だいこんは

しお

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

ぶりとあつあげのてりに ぶり　あつあげ
あぶら　さとう
こめこ

みりん　しょうゆ

くろまめ くろまめ さとう しょうゆ

ぞうに（ひっつみじる） とりにく　なると こめ　でんぷん
ごぼう　にんじん　だいこん
ねぎ　こまつな

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　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

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

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

いちごこめパン ごはん

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

ポテトいりやきそば ぶたにく　あおのり
やきそばめん　あぶら
じゃがいも

にんじん　キャベツ
ウスターソース
こしょう

たまごスープ たまご でんぷん
とうもろこし　たまねぎ
たけのこ　ほうれんそう

コンソメ　しょうゆ
しお　こしょう

みかん みかん

チキンライス とりにく こめ　バター　あぶら
たまねぎ　にんじん
マッシュルーム　グリンピース

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

オムレツ たまご でんぷん　あぶら

ブロッコリーとカリフラワーのサラダ ブロッコリー　カリフラワー
とうもろこし

ドレッシング

ジュリエンヌスープ ベーコン
たまねぎ　にんじん
キャベツ　セロリ

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

ホッケフライ ほっけ
あぶら　こむぎこ
パンこ

しお　こしょう　ソース

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　きりぼしだいこん
ほししいたけ

しょうゆ

とうふだんごじる ぶたにく　とうふ
みそ

あぶら　でんぷん
ごぼう　にんじん　だいこん
ねぎ　しめじ　しょうが

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

おとんのおろしポンずいため おとん　チーズ あぶら
しょうが　たまねぎ　しいたけ
だいこん

さけ　あじポン

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 しょうゆ

なまあげのみそしる なまあげ　みそ にんじん　ねぎ　にら にぼし

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

なっとう なっとう からし　なっとうのタレ

ピリからにくじゃが ぶたにく　みそ
あぶら　さとう
しらたき　じゃがいも

にんじん　たまねぎ　ごぼう
グリンピース

しょうゆ
しちみとうがらし

なめこじる とうふ　みそ
なめこ　にんじん　ねぎ
こまつな

にぼし

令和4年　　　　　　　　　　１がつのこんだてよていょう    　   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

727㎈
25.3ｇ
22.6ｇ
2.4ｇ

昔、ドイツのハンブルグの人たちは、
刻んだ肉に卵や玉ねぎを混ぜて焼いて
食べていました。このハンブルグス
テーキがいつのまにかハンバーグス
テーキと呼ばれるようになりました。
さらにアメリカのコックさんがパンに
はさんで食べたらおいしかったので、
これをハンバーガーと名付けました。
世界でハンバーガーが食べられるよう
になったのは、万国博覧会で売られた
ことがきっかけとなっています。

マーボー豆腐がうまれた場所は、四川
省といって山にかこまれた寒い地域で
す。四川省では、体を温める工夫とし
て唐辛子や山椒などを使った料理が多
くあります。麻婆豆腐は、マーおばあ
さんが考えた料理なので「麻婆」、そ
して豆腐を使っているので豆腐をつけ
て「麻婆豆腐」と名付けられました。

12 水

795㎈
32.6ｇ
25.5ｇ
2.5ｇ

お正月に食べる「おせち料理」には
色々な意味があります。例えば、昆布
巻は「よろこぶ」につながりいいこと
がたくさんある、「えび」には、えび
のように長いひげを生やし、こしが曲
がるまで「長生きする」という意味が
こめられています。今日の給食にも出
ている黒豆には、「まめに働ける」よ
うに、との願いがこめられています。
残さず食べて、よい１年にしましょ
う。「ひっつみ」とは小麦粉を水で
練ったものをひっつまんで汁に投げ入
れるという意味で、岩手県の郷土料理
です。

11 火

　　　　お し ょ う が つ こ ん だ て

14 金

673㎈
27.2ｇ
22.5ｇ
3.2ｇ

13 木

747㎈
24.8ｇ
28.0ｇ
2.0ｇ

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。給食のように、ウス
ターソースを使用したソース焼きそば
が最も普及しています。ほかには、塩
焼きそばやしょうゆ焼きそばなど、い
ろいろな味つけがあります。おいしく
いただきましょう。

17 月

644㎈
21.6ｇ
22.1ｇ
2.9ｇ

卵は、「完全栄養食品」といわれるほ
ど栄養豊富な食べ物です。卵１個に、
良質のたんぱく質をはじめ、さまざま
な栄養成分が含まれています。また、
ゆで卵や目玉焼きなどは、短時間で簡
単に作ることができます。朝から元気
に過ごすために、卵料理を朝ごはんに
取り入れるのもいいですね。

18 火

725㎈
29.4ｇ
２2.1ｇ
2.3ｇ

ホッケは６０㎝くらいの大きさの魚で
す。福島県より北の寒い海に住んでい
ます。冬が旬の魚なので、これからの
季節がおいしくなります。ホッケの身
はほぐれやすく、食べやすいので人気
の魚です。残さず食べましょう。

19 水

666㎈
31.5ｇ
21.8ｇ
1.5ｇ

　　　　じ も と しょ く ざ い か つ よ う デー 今日は「地元食材活用デー」です。小
山市でとれた食材を地元で消費し、皆
さんに農業への関心をもってもらおう
という取り組みです。また、地元でと
れたものは、新鮮でおいしいことはも
ちろん、生産者が見えるのでとても安
心です。みなさんの給食は食材を生産
する人や運ぶ人、給食を作ってくださ
る調理員さんなど、たくさんの人たち
のおかげで食べることができます。感
謝の気持ちを忘れずに、できるだけ給
食を残さないように心がけましょう。

20 木

706㎈
29.1ｇ
19.2ｇ
2.1ｇ

なめこは、日本全国で生産され、昔か
ら親しまれてきたキノコの１つです。
ぬるぬるとしたぬめりが特徴ですが、
これは「ペクチン」という成分です。
さといも、長いも、モロヘイヤ、オク
ラなどと同じです。ペクチンは、腸の
調子をととのえてうんちを出しやすく
してくれたり、コレステロールをたま
りづらくしてくれたりします。



エネルギー
(kcal)

たんぱく質(g)

ししつ(g)

えんぶん(g)

こめパン こめパン

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

わかさぎフリッター わかさぎ　だいず
あぶら　こむぎこ
でんぷん

ゆでやさい にんじん　キャベツ　こまつな
とうもろこし

ドレッシング

カレーうどん とりにく　かまぼこ うどん　あぶら にんじん　たまねぎ　ねぎ
カレーこ　しお
こしょう　カレールウ

ごはん こめ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

さばのしおこうじやき さば しおこうじ

ほうれんそうののりあえ のり ほうれんそう　はくさい みりん　しょうゆ

こんさいごまじる みそ
あぶら　さといも
ごま

にんじん　ごぼう　だいこん
ねぎ

にぼし　みりん

まっちゃプリン だっしふんにゅう
ゼラチン

みずあめ　あぶら まっちゃ

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　にんじん

コンソメ　しお
しょうゆ　こしょう
キムチのもと

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 こまつな　もやし しょうゆ　す

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

コンソメ　しお
しょうゆ　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

チキンカレー とりにく
だっしふんにゅう

あぶら　じゃがいも
にんにく　しょうが　たまねぎ
にんじん　だいこん　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

こんにゃくサラダ こんにゃく
キャベツ　きゅうり
とうもろこし　にんじん

ドレッシング

ヨーグルト ヨーグルト さとう

はつがまいいりごはん こめ　はつがげんまい

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

さけのしおやき さけ しお

ブロッコリーのごまふうみ さとう　ごまあぶら
ブロッコリー　キャベツ
にんじん

す　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 たまねぎ　にんじん　ねぎ にぼし

ミートサンド ぶたにく　だいず
あぶら　さとう
バター　パンこ

たまねぎ　トマト
カレーこ　しお
こしょう　ケチャップ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

ゆでやさいサラダ キャベツ　こまつな　もやし
にんじん　とうもろこし

ドレッシング

あさりのチャウダー ベーコン　あさり
だっしふんにゅう

あぶら　じゃがいも
たまねぎ　にんじん
パセリ

しお　こしょう　さけ
ベシャメルソース

おさかなどん ツナ
こめ　しらたき
さとう

たまねぎ　にんじん　しいたけ
グリンピース　とうもろこし

しょうゆ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

おひたし こまつな　もやし

いものじる とうふ　とりにく
みそ

さといも
にんじん　だいこん　ねぎ
たもぎたけ

かつおぶし

基準エネルギー 650㎈ １月平均エネルギー　674㎈

※都合により献立が変更になることがあります。 基準たんぱく質 26.8ｇ １月平均たんぱく質　26.7ｇ

基準脂肪 18.1ｇ １月平均脂肪　　　　20.8ｇ

基準塩分 2.０ｇ １月平均塩分　　　 　 2.3ｇ

31 月

608㎈
25.7ｇ
16.4ｇ
2.1ｇ

「いものこ」とは里芋のことです。い
ものこ汁は、秋田県や岩手県の郷土料
理で、里芋を中心に、鶏肉や野菜をた
くさん入れた具だくさんの汁物です。
味付けは地域によってしょうゆ味、み
そ味、塩味などの違いがあるそうで
す。今日は、みそ味のいものこ汁で
す。

令和4年　　　　　　　　　　１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

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

21 金

635㎈
26.2ｇ
23.5ｇ
2.7ｇ

わかさぎは川や湖に住む、冬が旬の体
長１０ｃｍ位の小さな魚です。わかさ
ぎは骨ごと食べられるので、骨を丈夫
にするカルシウムがたくさんとれま
す。また、貧血を防ぐ鉄も多く含まれ
ています。よくかんでいただきましょ
う。

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

 学  校  給  食  週  間 （がっこうきゅうしょくしゅうかん）　ことしのテーマは「 めんえきりょくをつけよう 」です。

24 月

はっこうしょくひんしおこうじでめんえきアップ 免疫力アップには、おなかの中「腸内
環境」を整えることが必要です。腸内
環境を良くするには、食物せんいを摂
ることが大切です。食物せんいは、私
たちのおなかの中をきれいに掃除して
くれる働きがあります。食物せんいが
多く含まれている食べ物を摂ると、き
れいになった腸の中には、良い働きを
する菌「善玉菌」が増えてくるので、
腸内環境を整えてくれます。食物せん
いを多く含む食べ物には、野菜やくだ
もの、きのこ類、こんにゃく、海そう
類、豆類、いも類などがあります。今
日の給食の根菜のごま汁には、食物せ
んいたっぷりの野菜やいも類などが
たっぷり入っています。しっかり食べ
て、「腸内環境」を整えましょう。

677㎈
26.9ｇ
20.7ｇ
1.7ｇ

25 火

キムチでめんえきアップ

市販の調味料のキムチの素は「にんに
く」を入れて風味を良くしています。
にんにくは、白くてふっくらと丸みが
あり、土の中にできます。私たちが食
べているにんにくは、根ではなく、茎
の部分が大きくなったものなのです。
にんにくには、疲れをとる働きがあ
り、昔は薬として使われていたそうで
す。青森県でたくさん栽培されてい
て、種をまいてから収穫まで、１年く
らいかかります。。

623㎈
22.6ｇ
18.5ｇ
3.0ｇ

きょうのミートサンドは豚の挽肉と一
緒に大豆ミートが入っています。大豆
や大豆製品には、肉には無い食物繊維
が入っていて、その他にもタンパク
質、ビタミン、カルシウムや鉄分など
たくさんの栄養がたっぷり入っていま
す。おうちでも大豆の加工品を上手に
利用して、バランス良く栄養を摂るよ
うにしましょう。

「腸内環境」を整えるには、食物せん
いの他にも発酵食品を食べることがお
すすめです。。発酵食品には、おなか
によい善玉菌を増やしてくれる働きが
あります。善玉菌が増えることで、体
に悪い影響のある「悪玉菌」と呼ばれ
る菌が体の中で増えないようにしてく
れる働きがあります。また、私たちの
からだは、たくさんの細胞からできて
います。その中で、からだを守る働き
のある細胞を「免疫細胞」と言いま
す。免疫細胞のうち、約７割は腸に集
まっていると言われています。

あさりでめんえきアップ

28 金

613㎈
27.8ｇ
19.6ｇ
3.0ｇ

27 木

589㎈
25.8ｇ
14.7ｇ
1.4ｇ

ヨーグルトでめんえきアップ

26 水

693㎈
24.5ｇ
15.9ｇ
1.7ｇ

はつがまいでめんえきアップ 病気にならないようにするには、体の
中に細菌やウイルスが入ってくるのを
防ぐ必要があります。そのためには、
細菌やウイルスが入ってきやすい目や
鼻、口などの粘膜を丈夫にする必要が
あります。この粘膜を強くして、体の
中に細菌やウイルスが入ってくるのを
防ぐ働きを持った栄養素がビタミンA
です。にんじん、かぼちゃ、ほうれん
草、小松菜など色の濃い緑黄色野菜
や、レバーなどに多く含まれていま
す。今日のブロッコリーにもたくさん
含まれています。


