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1(水) 主食 栗ご飯 米 栗 797

主菜 モロの和風ドレッシングソース モロ 玉ねぎ でん粉　砂糖 サラダ油 kcal

副菜 もやしとほうれん草の磯香和え かつお節 のり
ほうれん草　にんじ
ん

もやし 32.9

副菜 豚汁 豚肉　豆腐　みそ
だしかつお節

にんじん ごぼう　大根　ねぎ
じゃがいも　こん
にゃく

サラダ油 g

その他 牛乳 牛乳 19.1
g

2(木) 主食 ミニ米粉パン 米粉パン(小麦・乳) 855

主食 焼きそば 豚肉 青のり にんじん
キャベツ
（りんご）

焼きそば麺(小麦) サラダ油 kcal

主菜 豆とかぼちゃのコロッケ 金時豆　黒豆　手亡
豆　大豆

かぼちゃ
パン粉　小麦粉　砂
糖

サラダ油
34.2

副菜 豆腐ときのこのスープ 豆腐　鶏卵
にんじん　チンゲン
菜

玉ねぎ　しめじ　え
のきたけ

でん粉 g

その他 牛乳 牛乳 32.6
g

6(月) 主食 ごはん 米 888
主菜 豚肉のしょうが焼き 豚肉 しょうが kcal

副菜 もやしのキムチ にんじん
きゅうり　もやし
（りんご） 32.2

副菜 かぶと生揚げのみそ汁 生揚げ　みそ だし煮干し
にんじん
かぶの葉

かぶ　ねぎ g

その他 レモンカスタードタルト 鶏卵 練乳 レモン 小麦粉　砂糖 マーガリン 28.3
その他 牛乳 牛乳 g

7(火) 主食 ミートサンド　（コッペパン） パン(小麦・乳) 786

主菜 　　〃　　　（ミートサンドの具） 豚肉 にんじん　トマト 玉ねぎ パン粉　砂糖 サラダ油 kcal

副菜 ブロッコリーのオニオンフライサラダ ブロッコリー
赤ピーマン

キャベツ　玉ねぎ 砂糖 サラダ油 34.6

副菜 あさりのチャウダー あさり 牛乳 にんじん 玉ねぎ じゃがいも　小麦粉 g

その他 牛乳 牛乳 27.5
g

8(水) 主食 ごはん 米 773

主菜 カレイフライ カレイ　（大豆）
パン粉　小麦粉　で
んぷん

サラダ油 kcal

副菜 大豆とひじきの炒め煮 大豆　さつま揚げ
だしかつお節

ひじき にんじん こんにゃく　砂糖 サラダ油 27.6

副菜 根菜のおから汁 だしかつお節　おか
ら　みそ

にんじん ごぼう　大根　ねぎ 里芋 g

その他 牛乳 牛乳 16.7
g

9(木) 主食 チキンカレーライス（麦ごはん） 米　大麦 893

主菜 　　　〃　　　（チキンカレー） 鶏肉 脱脂粉乳 にんじん　トマト
にんにく　玉ねぎ
（りんご）

じゃがいも　小麦粉
砂糖　でんぷん

サラダ油
kcal

副菜 福神漬け しそ
大根　なす　きゅう
り　れんこん　しょ
うが　なたまめ

28.9

副菜 彩り野菜のサラダ 赤ピーマン　黄ピー
マン

キャベツ　きゅうり
とうもろこし

砂糖 サラダ油 g

その他 プチエクレア 鶏卵
チョコレート　小麦
粉 23.7

その他 牛乳 牛乳 g

10(金) 主食 ごはん 米 877

主菜 生揚げの麻婆炒め 生揚げ　鶏肉　みそ
にんじん
グリンピース

しょうが　にんにく
玉ねぎ　しいたけ
たけのこ

砂糖　でん粉 サラダ油

kcal

主菜 ポークシューマイ（3個） 豚肉　(大豆) 玉ねぎ　しょうが
砂糖　小麦粉　でん
粉

ラード 32.5

副菜 ほうれん草ともやしの中華和え ほうれん草　にんじ
ん

もやし ごま油 g

その他 牛乳 牛乳 28.5
g

13(月) 主食 ごはん 米 816

主菜 さばのみそ煮 さば　みそ 砂糖　米粉 kcal

副菜 小松菜ともやしの梅肉和え かつお節 小松菜
もやし　梅（りん
ご） 33.6

副菜 のっぺい汁 だしかつお節　鶏肉
油揚げ　豆腐

にんじん ごぼう　大根　ねぎ
里芋　こんにゃく
でん粉

g

その他 にっこり梨 梨 20.6
その他 牛乳 牛乳 g

14(火) 主食 とちおとめいちご米粉パン いちご 米粉パン(小麦・乳) 823

主菜 ポークビーンズ 大豆　豚肉 にんじん　トマト 玉ねぎ 砂糖 サラダ油 kcal

副菜 かんぴょうとツナのサラダ まぐろ
かんぴょう　きゅう
り　とうもろこし

ドレッシング(りん
ご・大豆) 32.6

その他 栃木県産ヨーグルト ヨーグルト g

その他 牛乳 牛乳 33.8
g

15(水) 主食 ごはん 米 836

主菜 焼き鳥風煮 鶏肉　鶏レバー しょうが　ねぎ でん粉　砂糖 サラダ油 kcal

副菜 大根の昆布漬け 昆布 大根　きゅうり 27.7

副菜 白菜スープ ベーコン にんじん　にら しいたけ　白菜 サラダ油 g

その他 牛乳 牛乳 27.4
g

　エクレアとは、細長いシューク
リームの上にチョコレートをかけた
お菓子です。フランス語で「いなず
ま」という意味があり、この名前が
付いた由来は、かじった途端にいな
ずまのごとく、中のクリームが飛び
出すからとか、表面のチョコレート
が溶けないうちに、いなずまのよう
に一瞬で食べなければならないから
とか。上に塗ったチョコレートがピ
カピカと光っていなずまのように見
えるからなど、いろいろな説があり
ます。

　焼き鳥風煮には、貧血を防ぐ鉄を
たくさん含んだレバーが入っていま
す。鉄が不足すると疲れやすくなっ
たり，顔色が悪くなったり、病気に
かかりやすくなったりします。貧血
にならないよう，鉄を多く含む食べ
物を積極的に食べるようにしましょ
う。また今日の給食には、ニラやネ
ギやシイタケなど、地場産物の野菜
を多く使っています。

　ホウレンソウは西アジア原産の野
菜で、「菠薐（ほうれん）」とは、
中国語でペルシャという意味です。
カロテン、ビタミンC、鉄分やカル
シウムなどのミネラルがたくさん含
まれていて、特に血液を作ってくれ
る鉄分を多く含むので、貧血予防に
効果があります。ヨーロッパでは”
胃腸のほうき”といわれ、消化吸収
のよい食物繊維が胃腸を整え、便秘
予防にも役立ちます。

　今週は、下野市や栃木県の農畜産
物をたくさん使った「地産地消
ウィーク」です。第一日目は、栃木
県で開発した梨「にっこり梨」の登
場です。豊水と新高という梨を掛け
合わせ、名前は国際的な観光地の日
光と、梨を中国語で「リー」と呼ぶ
ことから 「にっこり」と付けられ
ました。生産者の方々に感謝してい
ただきましょう。

　ヨ－グルトは、昔「命の泉」と言
われていたほどで、ある学者が「ブ
ルガリアに長生きする人が多いの
は、ヨ－グルトを食べているから
だ」と発表し、世界の注目をあびる
ようになりました。今では健康食品
の代表選手となっています。今日の
ヨーグルトは、栃木県産の牛乳から
作られています。
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　今日は十三夜です。十三夜とは、
旧暦の9月13日のことで、十五夜
に次いで、美しい月とされ、お月見
をする風習があります。十五夜を中
秋の名月と呼ぶのに対し、十三夜は
「後の月（のちのつき）」「豆名
月」「栗名月」ともいいます。

　日本は暖かく、雨が多く降るた
め、キノコが育つのにはぴったりな
環境です。日本でとれて食べられる
キノコは180種類くらいありま
す。その中でお店で売られているの
は、約20種類だそうです。野菜と
違い、ビタミンＣはほとんど含んで
いませんが、丈夫な骨を作るために
必要なビタミンＤを多く含んでいま
す。

　稲刈りシーズンが終わり、給食で
使うお米も、今年度収穫した新米に
変わります。お米の栄養の約77％
は炭水化物（糖質）で、体だけでは
なく、脳のエネルギー源となりま
す。新米のご飯のうまみを味わいな
がら食べましょう。

　チャウダーに入っているアサリ
は、日本各地に広く分布していま
す。タンパク質や脂肪は魚に比べ低
いですが、鉄分やビタミンＢ12が
豊富に含まれているので、貧血予防
に効果がある食材です。

　根菜のおから汁に使われている
「里芋」は、縄文時代に中国から伝
わったと言われ、お米より古くから
食べられている食べ物です。里（田
や畑）でとれるので里芋と言われる
ようになりました。里芋の主な成分
は糖質で、サツマイモやジャガイモ
に比べるとエネルギーは低く、ビタ
ミンB1・B2なども含まれていま
す。

給食献立予定表　　 １１月 感謝の心で
豊かな晩秋を味わう食事

下野市立 南河内第二中学校
 ※ 気象状況や予算の都合で、献立
　　が変更になる場合があります。

今月の献立のねらい 

※食物アレルギーを新たに発症した場合は、学校にお知らせください。 

　　中学生一人一回あたりの学校給食摂取基準　エネルギー820Ｋｃａｌ　たんぱく質30.0g　脂質22.8g～27.3g
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つくる　あか

おもに 体の調子を
整える みどり

おもにエネルギーに
なる きいろ

給食献立予定表　　 １１月 感謝の心で
豊かな晩秋を味わう食事

下野市立 南河内第二中学校
 ※ 気象状況や予算の都合で、献立
　　が変更になる場合があります。

今月の献立のねらい 

※食物アレルギーを新たに発症した場合は、学校にお知らせください。 

16(木) 主食 食パン パン(小麦・乳) 734
その他 チョコクリーム チョコレート　砂糖 kcal

主菜 かんぴょうと鶏ﾐｰﾄﾎﾞｰﾙの和風ｼﾁｭｰ
鶏肉　鶏卵　豆乳
みそ

にんじん
ごぼう　玉ねぎ
しょうが　ねぎ　か
んぴょう

じゃがいも　米粉
でんぷん

サラダ油

30.7

副菜 白菜のじゃこ入りフレンチサラダ ちりめんじゃこ
赤ピーマン　黄ピー
マン

白菜　きゅうり　レ
モン

サラダ油 g

その他 牛乳 牛乳 27.5
g

17(金) 主食 ごはん 米 782

主菜 豚肉ともやしの炒め物 豚肉 にんじん　にら
にんにく　しょうが
もやし

砂糖 サラダ油 kcal

副菜 かぶの浅漬け かぶの葉 かぶ 33.6

副菜 秋の実だくさんみそ汁 生揚げ　みそ だし煮干し にんじん　小松菜 えのきだけ　ねぎ g

その他 みかん風味小魚 かたくちいわし みかん 砂糖 21.8

その他 牛乳 牛乳 g

20(月) 主食 ごはん 米 758

主菜 鮭のごま風味焼き 鮭 ごま kcal

副菜 小松菜ともやしのおひたし かつお節 小松菜 もやし 34.2

副菜 筑前煮 鶏肉
にんじん　さやいん
げん

ごぼう　れんこん
しいたけ　たけのこ

里芋　こんにゃく
砂糖

サラダ油 g

その他 牛乳 牛乳 16.0
g

21(火) 主食 ツナサンド（食パン２枚） パン(小麦・乳) 787

主菜 　　　〃　　（ツナサンドの具） まぐろ
きゅうり　玉ねぎ
とうもろこし

ドレッシング(りん
ご・大豆)

kcal

副菜 エビボールスープ エビボール にんじん　小松菜 白菜　玉ねぎ 28.8

副菜 大学芋 さつまいも　砂糖
水あめ

サラダ油　ごま g

その他 みかん みかん 30.1

その他 牛乳 牛乳 g

22(水) 主食 ごはん 米 879

主菜 揚げさんまの油淋鶏ソースがけ さんま ねぎ　しょうが でんぷん　砂糖 サラダ油　ごま油 kcal

副菜 野菜の昆布漬け 昆布 にんじん キャベツ　きゅうり 30.3

副菜 かんぴょうのみそ汁 油揚げ　豆腐　みそ だし煮干し にんじん　小松菜 かんぴょう　大根 g

その他 フルーツ杏仁 もも　あんず 砂糖 28.0
その他 牛乳 牛乳 g

24(金) 主食 きのこたっぷりオイスターごはん 鶏肉　（カキ） にんじん
ぶなしめじ　まいた
け

米　砂糖 サラダ油 746

主菜 焼き餃子（３個） 豚肉　鶏肉　大豆 にら キャベツ　しょうが
小麦粉　米粉　でん
粉　砂糖

ラード　サラダ油 kcal

副菜 野菜と卵の中華スープ 帆立　豆腐　鶏卵
にんじん　チンゲン
菜

大根　キャベツ　き
くらげ

でん粉 ごま油 29.3

その他 牛乳 牛乳 g

21.7
g

27(月) 主食 和風ビビンバ丼（ごはん） 米 778

主菜 　　　〃　　（ビビンバ丼の具） 鶏肉　油揚げ
にんにく　しょうが
ごぼう　しいたけ
切り干し大根

砂糖 サラダ油　ごま
kcal

副菜 もやしのナムル 鶏肉 にんじん　小松菜 もやし ごま油 30.0

副菜 春雨スープ ベーコン わかめ にんじん
ねぎ　しょうが　白
菜

春雨 サラダ油 g

その他 牛乳 牛乳 19.7
g

28(火) 主食 いちごクリームサンド（食パン２枚） パン(小麦・乳) 841

その他 　　　〃　　（クリームサンドの具） 牛乳
いちご　パイナップ
ル　もも

砂糖 植物油脂 kcal

主菜 チーズ入りスクランブルエッグ 鶏卵 チーズ サラダ油 34.1

副菜 ポトフ ウインナー
にんじん　ブロッコ
リー　かぶの葉

玉ねぎ　キャベツ
かぶ

じゃがいも g

その他 牛乳 牛乳 35.8
g

29(水) 主食 ごはん 精米 770

主菜 納豆 納豆 kcal

副菜 たくあん和え かつお節 にんじん
もやし　きゅうり
たくあん

ごま 26.9

副菜 さつまいものみそ汁 豚肉　みそ だし煮干し にんじん 大根　ねぎ さつまいも サラダ油 g

その他 りんご りんご 16.0
その他 牛乳 牛乳 g

30(木) 主食 コッペパン パン(小麦・乳) 788

その他 県産ぶどうジャム ぶどう 砂糖 kcal

主菜 タラの香草パン粉焼き タラ 粉チーズ パセリ にんにく パン粉 オリーブオイル 36.5

副菜 アーモンドサラダ 赤ピーマン
キャベツ　きゅうり
玉ねぎ

砂糖
アーモンド　サラダ
油

g

副菜 ミネストローネ ベーコン　白いんげ
ん豆

にんじん　トマト
パセリ

玉ねぎ　セロリ
（りんご）

じゃがいも　マカロ
ニ

サラダ油 24.1

その他 牛乳 牛乳 g

　ゴボウを野菜として栽培し、食用
としているのは日本だけです。中国
では漢方薬として使われ、欧米で
は、口にすることはないようで「日
本人は木の根を食べている」と驚く
そうです。独特の香りと歯ごたえが
あり、天ぷらやきんぴらにすると、
味も香りも引き立ちます。今日はビ
ビンバ丼の具に入っていますので、
よくかんで食べましょう。

　鮭はサンマと並ぶ秋の味覚の代表
です。鮭には体を作るタンパク質だ
けでなく、ビタミンやミネラルなど
も豊富に含まれています。また、生
活習慣病予防に効くとされている
DHA（ドコサヘキサエン酸）と
EPA（エイコサペンタエン酸）とい
う脂肪がたくさん入っています。

　大学芋は昔、東京の大学生が好ん
で食べていたので、大学芋と名付け
られたという説があります。中華料
理の「サツマイモのあめがけ」とい
う料理がもとになっていて、関西で
は中華ポテトと呼ぶそうです。

　さんまは、「秋」の「刀」の
「魚」と書いて、「秋刀魚」と読み
ます。漢字の由来は、秋に多く捕れ
ることと、銀色で刀のような形をし
ていることから、当て字が付けられ
ました。今日は皆さんが食べやすい
ように、デンプンをまぶして油で揚
げてから、中華風のタレをかけまし
た。骨は取ってありますが、よくか
んで食べましょう。

　今回再現した朝食の簡単レシピ
は、国分寺小の児童が考えた「きの
こたっぷりオイスターごはん」で
す。きのこがたっぷり入っていて、
秋の味覚を楽しめるメニューです
ね。味わいながら食べましょう。
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　意外と知られていませんが、栃木
県はモヤシの生産量が日本一です。
緑豆大豆を原料に、それを発芽させ
たものですが、工場で作られる野菜
なので天候などに影響されず、値段
が一年中安定しています。野菜の価
格が高騰した時の救世主的な野菜な
のです。

　今日は、下野市の特産品であるカ
ンピョウをシチューの具材に取り入
れました。毎月カンピョウを使った
料理を、給食のメニューに入れてい
ますが、これは郷土の味を大切にす
るという意味合いから取り入れてい
ます。地元の恵みに感謝し、おいし
くいただきましょう。

　ポトフは、フランスの家庭料理の
ひとつで、フランス語で「火にかけ
た鍋」という意味だそうです。地域
によって、豚肉や鶏肉など、加える
ものの種類が変わりますが、肉も野
菜もかたまりのまま煮込み、切り分
けて食べるのが正しい食べ方なのだ
そうです。肉と野菜のうまみを味わ
いながら食べましょう。

　リンゴの美味しい季節になりまし
た。リンゴには、食物繊維やビタミ
ンC、ミネラルなどがたくさん含ま
れています。おなかの調子を整えた
り、貧血を予防したりと、幅広い効
果を持っています。欧米では昔から
「一日一個のリンゴは医者を遠ざけ
る」ということわざもあります。体
に良いリンゴをよくかんで食べま
しょう。

　タラは白身魚で、脂肪が少なく、
たん白な味なので、焼き物、鍋物、
揚げ物、いろいろな料理に使うこと
ができます。今日は、タラの切り身
にパセリなどの香草とパン粉、オ
リーブオイルを混ぜたものをまぶし
て、オーブンで焼きました。「魚が
苦手」でも食べやすい料理です。

　　中学生一人一回あたりの学校給食摂取基準　エネルギー820Ｋｃａｌ　たんぱく質30.0g　脂質22.8g～27.3g
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