
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

ジャージャンどうふ ぶたにく　なまあげ
みそ

あぶら　さとう
でんぷん

しょうが　たまねぎ　にんじん
キャベツ　ピーマン

しょうゆ　さけ　しお
とうばんじゃん
こしょう

たまごいりわかめスープ たまご　わかめ でんぷん　ごま たまねぎ　ねぎ
コンソメ　しょうゆ
しお

レモンゼリー さとう レモン

ごはん こめ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

いかのチリソース いか
あぶら　でんぷん
さとう

にんにく　しょうが　ねぎ
たまねぎ　エリンギ

とうばんじゃん　さけ
ケチャップ　しょうゆ

こまつなのごましょうゆあえ ごま
こまつな　もやし　とうもろこ
し

しょうゆ

ごもくスープ ベーコン あぶら
にんじん　たまねぎ　たけのこ
しいたけ　ちんげんさい

コンソメ　しお
こしょう　しょうゆ

ごはん こめ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

さばのカレーじょうゆやき さば カレーこ　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　きりぼしだいこん
しいたけ　さやいんげん

しょうゆ

かぶととうふのみそしる とうふ　みそ
にんじん　かぶ　かぶのは
ねぎ

にぼし

こめパン こめパン

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

ちくわのいそべあげ ちくわ　のり あぶら　こむぎこ

かんぴょうのごまあえ さとう　ごま
かんぴょう　こまつな　もやし
にんじん

しょうゆ

にこみうどん とりにく うどん
にんじん　だいこん　ねぎ
しいたけ

しょうゆ　かつおぶし

カムカムゼリー とうにゅう さとう カムカム

おさかなどん ツナ　だいず
こめ　しらたき　ごま
さとう

たまねぎ　にんじん
とうもろこし　しいたけ

しょうゆ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

こまつなののりあえ のり キャベツ　こまつな　もやし みりん　しょうゆ

いなかじる みそ　とりにく あぶら　じゃがいも
にんじん　ねぎ　だいこん
ごぼう

かつおぶし　しょうゆ

おやまわぎゅうずし おやまわぎゅう
あぶらあげ　えだまめ

こめ　さとう　あぶら
ごぼう　にんじん　しいたけ
かんぴょう

す　しお　しょうゆ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

アジのしおこうじやき アジ しおこうじ

キャベツのこんぶづけ こんぶ キャベツ　きゅうり しお

すましじる なると
にんじん　たけのこ
ほうれんそう

かつおぶし　しょうゆ
しお

ドライカレー ぶたにく　だいず こめ　あぶら　バター
たまねぎ　にんじん　プルーン
ピーマン　ごぼう

カレーこ　コンソメ
しお　こしょう

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

とうふとたまごのスープ とうふ　たまご でんぷん にんじん　しいたけ　にら
コンソメ　しお
しょうゆ

フルーツアンニンプリン とうにゅう さとう もも　あんず

かむわかめごはん わかめ　くきわかめ こめ しお　みずあめ　こんぶ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

モロとあつあげのてりやき モロ　あつあげ
こめこ　あぶら
さとう

さけ　みりん　しょうゆ

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　みりん　す

こんさいごまじる ぶたにく　みそ
あぶら　じゃがいも
ごま

ごぼう　にんじん　だいこん
ねぎ

みりん

ホットドック ウインナー コッペパン トマトケチャップ

キャベツのソティ あぶら キャベツ しお　こしょう

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

よくばりスープ ベーコン　あさり
えび　ぎゅうにゅう

じゃがいも
たまねぎ　にんじん　しめじ
とうもろこし　パセリ

こしょう　コンソメ
しお　ベシャメルソース

さくらんぼゼリー さとう さくらんぼ　レモン ワイン

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

ぶたにくとごぼうのかりんあげ ぶたにく
こめこ　でんぷん
あぶら　さとう

しょうが　ごぼう　にら しょうゆ

こまつなのごまあえ ごま こまつな　もやし　にんじん しょうゆ

さやいんげんのみそしる とうふ　みそ じゃがいも
にんじん　たまねぎ
さやいんげん

にぼし

とりごぼうごはん とりにく　えだまめ
あぶらあげ

こめ　さとう にんじん　ごぼう さけ　しょうゆ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

あゆのたつたあげ あゆ（とちぎけんより
いただきました）

でんぷん　あぶら しょうゆ

キャベツのそくせきづけ キャベツ　きゅうり　にんじん しお

ゆばとかんぴょうののすましじる ゆば
にんじん　えのき　こまつな
かんぴょう

かつおぶし
しお　しょうゆ

けんみんの日ゼリー とうにゅう
さとう　あぶら　だい
ず

いちご

1 火

660㎈
25.6ｇ
19.1ｇ
2.2ｇ

「ジャージャン豆腐」は漢字
では、家常豆腐と書きます。
家庭風とか家にありふれたと
いう意味があり、家で常に食
べる豆腐料理ということか
ら、この名前がついたと言わ
れています。生揚げとキャベ
ツなどの野菜を味噌と砂糖で
甘辛く味付けします。

2 水

621㎈
24.6ｇ
17.2ｇ
2.2ｇ

「チリ」というのは唐辛子の
ことです。本場中国のチリ
ソースは豆板醤という唐辛子
などで作られている辛い調味
料を使います。みなさんが普
段食べているものは、日本人
向けにケチャップを加えて甘
くアレンジしてあります。
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3 木

711㎈
26.4ｇ
27.0ｇ
2.1ｇ

かぶの白い実の部分は大根と
同じように、消化吸収を良く
する働きがあります。焼いて
食べても香ばしく甘みも出る
ので、新たなおいしさが楽し
めます。葉の部分はビタミン
が多いため、油で炒めると吸
収が高まり、皮膚や粘膜を丈
夫にしてくれます。

4 金

　　　　歯
　　は

 と 口
くち

 の 健
けん

 康
   こう

 週
しゅう

 間
　かん

 （６月４日～６月１０日　）　太字
ふとじ

はよくかむりょうり
よく噛んで食べることで、だ
液がたくさん出て、消化を助
けたり、むし歯を予防する効
果があります。また、脳に刺
激を与えて脳の働きをよくす
ると言われています。ちくわ
の磯辺揚げは弾力があるので
よくかみましょう。カムカム
ゼリーのカムカムとは、南米
アマゾン河にに育つ果物でビ
タミンＣの量は世界一です。

661㎈
27.6ｇ
23.1ｇ
3.1ｇ

9 水

657㎈
23.2ｇ
17.9ｇ
2.3ｇ

ドライカレーには、ごぼうの
みじんぎりも入れて､歯ごた
えを出しています。ごぼうの
旬は、初夏と晩秋の２回あり
ます。特有の香りが楽しめ、
食物繊維が多いので便秘を防
ぎます。

10 木

708㎈
25.6ｇ
21.8ｇ
2.6ｇ

生揚げとは、豆腐を半分に薄
く切り油で揚げたものです。
油揚げと違い、豆腐の状態を
保つため、十分に揚げていな
いので、生揚げとよばれてい
ます。表面のみ揚げてあるの
で、豆腐の食感を残したまま
香ばしさがあります。

7 月

638㎈
24.7ｇ
18.5ｇ
2.0ｇ

ごまは、ビタミンやミネラル
がとても多く、昔から日本で
は「不老長寿の薬」と言われ
ていました。昔は旅をする時
に、お守り袋の中にごまを詰
めて歩き、一粒ずつ食べて、
疲れをとっていたそうです。

8 火

　　　　お や ま わ し ょ く の 日 こ ん だ て 和食に欠かせない料理といえ
ば焼き魚ですね。「アジ」
は、味が良いから「アジ」と
いう名前が付いたと言われて
います。一年中食べられてい
る「アジ」ですが、卵を産む
前の初夏から夏にかけてが、
最もおいしいと言われていま
す。まさに、今がそうですね

615㎈
28.6ｇ
18.6ｇ
2.4ｇ

15 火

　　　　け ん み ん の 日 こ ん だ て ６月１５日は「県民の日」で
す。献立の中にも、栃木県の
特産物を取り入れています。
鮎は栃木県より小中学生に無
償でいただきました。カリッ
と揚げてあるので、骨に気を
つけて食べてください。「ゆ
ば」や「かんぴょう」「いち
ご」も栃木県の特産品です。
栃木県には、全国に誇れる食
材がたくさんあります。さが
してみるのも楽しいですよ。

721㎈
31.5ｇ
24.3ｇ
2.5ｇ

11 金

671㎈
25.2ｇ
27.1ｇ

3.3

さくらんぼは、５月から６月
が旬のくだものです。「初夏
のルビー」といわれるほど、
高級なくだものです。その理
由は、さくらんぼを傷つけな
いように、ひとつひとつ手で
収穫するからです。

14 月

718㎈
28.2ｇ
22.5ｇ
1.8ｇ

さやいんげんは、夏が旬でカ
ロテンを多く含むため、夏の
日差しで疲れた皮膚を回復さ
せる働きがあります。おいし
いさやいんげんの見分け方は
さやの先まで、ピンとしてい
て、中の豆の形がはっきり出
ていないものが良いです。



エネルギー
(kcal)

たんぱく質(g)

ししつ(g)

えんぶん(g)

ごはん こめ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

さわらのしょうがじょうゆやき さわら しょうが みりん　さけ　しょうゆ

こまつなともやしのおひたし かつおぶし こまつな　もやし しょうゆ

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

おとんチャーハン ぶたにく　えだまめ あぶら ねぎ　にんじん　しいたけ
しょうゆ　コンソメ
しお　こしょう

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

とちまるたまごやき たまご
でんぷん　あぶら
さとう

さとう　す　しお
しょうゆ

もやしのちゅうかあえ さとう　あぶら
ほうれんそう　もやし
にんじん

す　しょうゆ

トマトとレタスのスープ とりにく　とうふ でんぷん　あぶら レタス　トマト
コンソメ　しお
こしょう　しょうゆ

チキンたつたサンド とりにく
まるパン　こめこ
あぶら

しょうが　にんにく
しょうゆ　さけ　みりん
タルタルソース（たまご
なし）

ゆでキャベツ キャベツ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

ミネストローネ ベーコン
じゃがいも
マカロニ

たまねぎ　にんじん　セロリ
トマト　パセリ　かんぴょう

ケチャップ　コンソメ
しお　こしょう

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

しろみざかなのマヨネーズやき たら　こなチーズ
ぎゅうにゅう

ノンエッグマヨネーズ たまねぎ　パセリ しお　こしょう

だいずのいそに さつまあげ　だいず
ひじき

あぶら　こんにゃく
さとう

さやいんげん　にんじん しょうゆ

にらともやしのみそしる みそ
にんじん　もやし　しめじ
ねぎ　にら

にぼし

ごはん こめ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

ハンバーグのわふうソースかけ とりにく　ぶたにく
でんぷん　さとう
あぶら

たまねぎ　しょうが　にんにく
にんじん　マッシュルーム

ケチャップ　しょうゆ
ウスターソース

こふきいも あおのり じゃがいも　ごま しお　こしょう

キャベツとあぶらあげのみそしる あぶらあげ　みそ
にんじん　キャベツ　しめじ
こまつな

にぼし

カレーライス ぶたにく
だっしふんにゅう

こめ　むぎ　あぶら
じゃがいも

にんにく　たまねぎ　にんじん
トマト　プルーン

あかワイン　カレーこ
カレールウ　ソース

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

アスパラガスのサラダ アスパラガス　にんじん
キャベツ　とうもろこし

ドレッシング

ヨーグルト ヨーグルト
さとう　クリーム
だっしふんにゅう

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

とうふとわかめのみそしる とうふ　みそ　わかめ にんじん　ねぎ にぼし

はちみちレモンゼリー はちみつ　みずあめ レモン

こめパン こめパン

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

じゃじゃめん ぶたにく　みそ
あぶら　さとう
でんぷん

にんにく　しょうが　ねぎ
たけのこ　しいたけ

コンソメ　しょうゆ

たまごスープ たまご でんぷん
にんじん　とうもろこし
たまねぎ　もやし　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 こめ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

チンジャオロースー ぶたにく
さとう　でんぷん
あぶら

にんにく　しょうが　ピーマン
たけのこ　にんじん　しいたけ

しょうゆ　しお　さけ
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

とうもろこしとたまごのスープ たまご あぶら　でんぷん
しょうが　ねぎ　とうもろこし
こまつな　にんじん

コンソメ　しお
しょうゆ

むぎごはん こめ　むぎ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

なっとう なっとう からし　しょうゆ

ぴりからにくじゃが ぶたにく　みそ
あぶら　じゃがいも
しらたき　さとう

ごぼう　たまねぎ　にんじん
さやいんげん

みりん　しょうゆ
しちみとうがらし

にらのみそしる あぶらあげ　みそ にんじん　もやし　にら にぼし

ちゅうかどん ぶたにく　なると あぶら　でんぷん
にんじん　たけのこ　キャベツ
きくらげ　チンゲンサイ

コンソメ　しょうゆ
しお　こしょう　さけ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

はるまき ぶたにく
あぶら　さとう
こむぎこ　こめこ
でんぷん　はるさめ

たまねぎ　にんじん　しいたけ
キャベツ　しょうが

しょうゆ　しお

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

基準エネルギー 650㎈ ６月平均エネルギー　6７０㎈

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　 　 　　２０.９ｇ

基準塩分 2.０ｇ ６月平均塩分　　　 　 2.３ｇ
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18 金

643㎈
27.9ｇ
23.9ｇ
2.9ｇ

ミネストローネは日本の味噌
汁のように、イタリアの家庭
でよく食べられている料理で
す。イタリア語で「ぐだくさ
ん」や「ごちゃまぜ」という
言葉で、新鮮な野菜を入れた
トマト味のスープです。

21 月

627㎈
27.5ｇ
18.7ｇ
2.1ｇ

さつまあげは、魚のすり身で
作った食べ物で、九州の薩摩
地方から全国に広まりまし
た。ごぼう・いか・玉ねぎ・
紅ショウガなどを練り込んだ
ものもあります。加工地の近
くで捕れるイワシ・サメ・サ
バ・ホッケなどで、2種類以
上の魚が混ぜられています。

16 水

629㎈
29.0ｇ
17.8ｇ
1.7ｇ

「しょうが」は、日本でも古
くから使われている香辛料で
味に深みが出ておいしくなる
だけではなく、肉や魚の生臭
みを消す働きもあります。ま
た、甘みともよく合うので、
飲み物や、クッキーなどのお
菓子にも使われています。

17 木

　　　　お や ま じ ば さ ん ぶ つ の 日 小山市産の豚肉や野菜を使っ
た｢地場産物の日｣献立です。
「おとん」という小山市のブ
ランド豚を使ったチャーハン
と、小山市産の野菜を使った
卵スープと和え物です。栃木
県産の卵で作った厚焼き玉子
には、可愛い｢とちまるくん｣
のイラストがついています。
地元の食材でつくる給食は新
鮮で、環境にも優しいです。

590㎈
24.3ｇ
19.0ｇ
2.9ｇ

24 木

720㎈
28.4ｇ
16.6ｇ
2.2ｇ

わかめは春先から初夏が旬と
されており、みそ汁などの汁
物の具材としてよく使われま
す。その他にも酢の物・炒め
物・煮物・サラダなど幅広い
料理に使用されます。わかめ
には、カルシウムや鉄、食物
繊維などがたくさん入ってい
るので、成長期の皆さんには
特に食べてほしい食品です。

25 金

679㎈
28.2ｇ
22.0ｇ
3.0ｇ

日本人は一人で1年間に300
個の卵を食べているそうです
卵は、『たんぱく質の王様』
といわれるほどいろいろな栄
養があります。たまご料理に
は。目玉焼き、オムレツ茶わ
ん蒸しなどいろいろあります
朝食には便利な食品です。

22 火

694㎈
24.3ｇ
20.1ｇ
2.0ｇ

粉ふきいもは、ジャガイモを
ゆでた後に、再び火にかけて
水分をとばした料理のことで
す。ジャガイモの表面が粉を
吹いたように見えることから
「粉ふきいも」と言われます
おもに、肉料理の付け合わせ
に使われます。

23 水

747㎈
23.6ｇ
21.6ｇ
1.7ｇ

歯を作っているカルシウムは
いつも新しく作り替えられる
ので、毎日の食事でカルシウ
ムを摂ること大切です。牛乳
やチーズ、ヨーグルトなどの
乳製品や大豆製品、小魚など
にカルシウムがたっぷり入っ
ています。

30 水

709㎈
25.0ｇ
25.5ｇ
2.9ｇ

中華丼は、とろみがついた肉
野菜炒めをご飯の上にのせた
料理です。日本で考えられた
料理で、昭和の初め頃、東京
の中華料理店で、お客さんか
らごはんの上に八宝菜をのせ
て、と頼まれて作ったのが
きっかけだそうです。

28 月

649㎈
26.7ｇ
19.0ｇ
1.8ｇ

チンジャオとは「ピーマン」
の事でありロースーは「細切
り肉」を表します。四川料理
の代表メニューで本場中国で
も大人気です。ピーマンを油
で炒めることでカロテンが吸
収されやすくなります。また
ピーマンのビタミンＣは加熱
に強いのが特徴です。

29 火

683㎈
27.6ｇ
19.5ｇ
2.2ｇ

にらは、ひとつの株から何回
も収穫することができます。
強烈なにおいが特徴ですが、
この香りにふくまれている
「アリシン」という成分には
疲れをとってくれる働きがあ
ります。細かく刻んで使った
方が、効果が高いそうです。


