
１群 ２群 ３群 ４群 ５群 ６群

魚・肉・卵
大豆製品

牛乳・乳製品・
小魚

海そう

緑黄色
野菜

その他の
野菜
果物

穀類・いも類・
砂糖

油脂

日曜
今日の給食

のねらい

おもに
たんぱく質
を多く含む

おもに
カルシウムを

多く含む

おもに
カロテンを
多く含む

おもに
ビタミンCを多く

含む

おもに
炭水化物を

多く含む

おもに
脂質を

多く含む

エネルギー

たんぱく質

脂質
一口メモ

1(火) 主食 食パン パン 769

その他 チョコクリーム チョコクリーム
kcal

主菜 鶏肉のチーズ焼き 鶏肉 チーズ パセリ ニンニク パン粉 33.9

副菜 じゃがいものサラダ にんじん きゅうり じゃがいも　砂糖 サラダ油
g

副菜 マカロニスープ ベーコン にんじん たまねぎ　キャベツ マカロニ サラダ油 26.8

その他 牛乳 牛乳 g

2(水) 主食 ご飯 米 837

主菜 かつおの薬味ソースかけ かつお
しょうが　ねぎ　ニ
ンニク

砂糖　でん粉 サラダ油　ごま油 kcal

副菜 キャベツのごま味噌和え 味噌 小松菜 キャベツ　もやし 砂糖 ごま 37.4

副菜 若竹汁 豆腐　だしかつお節 わかめ にんじん たけのこ g

その他 ミニ柏餅 小豆 柏の葉 上新粉　砂糖 19.1

その他 牛乳 牛乳 g

7(月) 主食 ごまわかめご飯 わかめ 米　砂糖 ごま 797

主菜 ししゃもフライ（２本） カラフトシシャモ
大豆

パン粉　小麦粉
でん粉

サラダ油 kcal

副菜 キャベツともやしのアーモンド和え ほうれん草 キャベツ　もやし 砂糖 アーモンド 28.7

副菜 かんぴょうの卵とじ 卵　だしかつお節 にんじん　にら かんぴょう g

その他 牛乳 牛乳 23.1g

8(火) 主食 アーモンドトースト パン　グラニュー糖 バター　アーモンド 830

副菜 アスパラのフレンチサラダ アスパラガス　にん
じん

キャベツ　きゅうり 砂糖 サラダ油 kcal

副菜 豆とソーセージのトマト煮 ウインナー　ひよこ
豆　赤いんげん豆

にんじん　トマト たまねぎ じゃがいも サラダ油 27.8

その他 ヨーグルト ヨーグルト g

その他 牛乳 牛乳 33.0g

9(水) 主食 ご飯 米 770

主菜 えびシュウマイ（３個） えび　たら たまねぎ
パン粉　でん粉
砂糖　小麦粉

サラダ油 kcal

副菜 青椒肉絲 牛肉
ピーマン　赤パプリ
カ

しょうが　ニンニク
たけのこ　しいたけ

砂糖 サラダ油 29.8

副菜 中華風コーンスープ 卵
ちんげん菜　にんじ
ん

とうもろこし　ねぎ でん粉 g

その他 牛乳 牛乳 18.1g

10(木) 主食 ご飯 米 781

主菜 豚肉の味噌漬け焼き 豚肉　みそ 生姜 ごま kcal

副菜 小松菜ともやしの梅肉和え まぐろ節 小松菜　にんじん もやし 砂糖 31.4

副菜 五目汁 だしかつお節　鶏肉 にんじん
だいこん　ごぼう
ねぎ

じゃがいも g

その他 グレープフルーツ グレープフルーツ 19.4

その他 牛乳 牛乳 g

14(月) 主食 ご飯 米 784

主菜 さわらの香味焼き さわら
ニンニク　生姜　ね
ぎ

kcal

副菜 うの花炒り おから　油揚げ　さつ

ま揚げ　だしかつお節
にんじん ねぎ　しいたけ こんにゃく　砂糖 サラダ油 33.4

副菜 キャベツの味噌汁 みそ だし煮干し にんじん　小松菜
キャベツ　えのきた
け

g

その他 ももゼリー 白桃 グラニュー糖 17.8

その他 牛乳 牛乳 g

15(火) 主食 米粉パン 米粉パン 832

主菜 オムレツのデミグラスソースがけ 卵 にんじん たまねぎ 砂糖　でん粉 サラダ油 kcal

副菜 ジャーマンポテト ベーコン パセリ たまねぎ じゃがいも　砂糖 サラダ油 32.8

副菜 あさりと野菜のスープ あさり にんじん
キャベツ　とうもろ
こし　だいこん

サラダ油 g

その他 牛乳 牛乳 30.0g

16(水) 主食 ご飯 米 778

主菜 あじのねぎ塩焼き あじ ねぎ ごま油 kcal

副菜 切り干し大根の煮付け 油揚げ　さつま揚げ にんじん だいこん　しいたけ 砂糖 サラダ油 33.2

副菜 根菜のごま汁 だしかつお節　みそ にんじん
ごぼう　だいこん
ねぎ

じゃがいも ごま g

その他 牛乳 牛乳 16.2g

17(木) 主食 みそラーメン（ラーメン） 中華めん 780

副菜 　〃　（みそラーメンスープ） 豚肉　味噌 にんじん　にら
きくらげ　もやし　ねぎ

キャベツ　とうもろこし

ニンニク　生姜
サラダ油　ごま kcal

主菜 揚げ餃子（３個） 豚肉 にら
キャベツ　ねぎ　ニ
ンニク

小麦粉　砂糖 サラダ油　ごま油 31.8

副菜 ささみときのこのサラダ ササミ にんじん
きゅうり
ぶなしめじ

砂糖 サラダ油　ごま油 g

その他 チーズドック 卵 チーズ　脱脂粉乳 小麦粉　砂糖 サラダ油 28.0

その他 牛乳 牛乳 g

こんだて

豚肉や
梅で

疲労回復

ジャーマン
ポテトは、
どこの料

理？

端午の
節句

行事食

何で毎日
牛乳が

出るのか
な？

ししゃもは、

カルシウム

が

いっぱい

旬を
味わおう
「アスパ

ラ」

青椒肉絲
とは？

「うの
花」って

何？

使用食品
おもに 体の組織を

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

　給食には、ほとんど毎日牛
乳がつきますね。それは、牛
乳には骨や歯をじょうぶにし
てくれるカルシウムがたくさ
ん入っているからです。そし
て、体を作るたんぱく質も多
いので、成長期のみなさんに
はとても大切な食品です。

　ジャーマンポテトは、ドイ
ツの家庭料理です。日本で
は、ごはんを主食として食べ
ますが、ドイツではじゃがい
もが主食として食べられ、よ
くじゃがいもが食べられま
す。

　切り干し大根は、太陽に当
てて干すことによって、栄養
価が増し、生の大根よりカル
シウム、ビタミンＢ１、ビタ
ミンＢ２、鉄分がとても多く
なります。

　「ささみ」とは、鶏の胸の
内側にある部分です。形が笹
の葉に似ていることから「さ
さみ」という名が付きまし
た。味がたん白で柔らかく、
脂肪が少ないのが特徴です。

　５月５日は「端午の節句」
です。この日は「かしわ餅」
を食べます。かしわの葉っぱ
は、新芽が育つまで古い葉が
落ちないことから、「家系が
途絶えず、子孫が繁栄する」
と、縁起をかついだものとさ
れています。

　ししゃもには、カルシウム
がたっぷり含まれているので
頭からしっぽまで食べましょ
う。今のうちから骨にカルシ
ウムをしっかりとためておき
ましょう。

　アスパラガスは、５月ぐら
いまでが旬の野菜です。旬の
アスパラガスは、甘みがあっ
てやわらかく、とてもおいし
いです。
　季節の味を楽しんでくださ
い。

　青椒肉絲は中国の料理で
す。名前の意味は、「青椒」
とはピーマン、「肉」はに
く、「絲」は千切りという意
味で、ピーマンと豚肉の千切
り炒め、ということになりま
す。

　今日の献立は疲労回復メ
ニューです。豚肉のビタミン
B1と、梅やオレンジに多く
含まれているクエン酸で、疲
れた体にぴったりの給食で
す。
　しっかり食べて、明日から
の大会で、力を十分発揮しま
しょう。

　大豆をしぼってできるのが
おからです。その、おからを
使ったのが「うの花炒り」で
すが、「うの花」という白い
花におからが似ていることか
ら、このような料理名がつけ
られました。

給食献立予定表　　 ５月
 ※ 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。

下野市立 南河内第二中学校

運動をがんばる食事

栄養
たっぷり
切干大根

ささみって
何？

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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おもに 体の組織を

つくる　あか
おもに 体の調子を
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おもにエネルギーに

なる きいろ
給食献立予定表　　 ５月

 ※ 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。

下野市立 南河内第二中学校

運動をがんばる食事

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。 

18(金) 主食 ポークカレーライス（麦ご飯） 米　麦 895

主菜 　〃　　（ポークカレー） 豚肉 脱脂粉乳 にんじん ニンニク　たまねぎ じゃがいも サラダ油 kcal

副菜 福神漬け しその葉
大根　なす　きゅうり

れんこん　しょうが

なたまめ 28.4

副菜 チーズサラダ チーズ 赤パプリカ キャベツ　きゅうり サラダ油
g

その他 清美オレンジ オレンジ 25.7

その他 牛乳 牛乳 g

21(月) 主食 かんぴょう入り親子丼（ご飯） 米 803

主菜 　〃　　　　　　（　具　） 鶏肉　卵 みつば 玉ねぎ　かんぴょう 砂糖　でん粉
kcal

副菜 野菜の即席漬け にんじん
キャベツ　だいこん
きゅうり　生姜 32.0

副菜 実だくさん味噌汁 生揚げ　みそ だし煮干し にんじん ごぼう　ねぎ
こんにゃく
じゃがいも

サラダ油
g

その他 牛乳 牛乳 21.5g

22(火) 主食 パインパン パイナップル パン 791

主菜 鮭のムニエル 鮭 パセリ 小麦粉 バター　サラダ油 kcal

副菜 フレンチサラダ 赤パプリカ
キャベツ　きゅうり
とうもろこし

砂糖 サラダ油 32.5

副菜 レタスとトマトのスープ ベーコン トマト たまねぎ　レタス g

その他 牛乳 牛乳 30.3g

23(水) 主食 ご飯 米 798

主菜 麻婆豆腐 豚肉　豆腐　味噌
ニンニク　生姜
ねぎ

でん粉 サラダ油　ごま油
kcal

副菜 もやしときゅうりの中華和え わかめ もやし　きゅうり
ごま　ごま油
サラダ油 32.4

副菜 ちんげん菜の中華スープ 卵
にんじん
チンゲンサイ

たけのこ　きくらげ でん粉
g

その他 牛乳 牛乳 23.7g

24(木) 主食 ご飯 米 799

主菜 さばの塩焼き さば kcal

副菜 くきわかめのきんぴら さつま揚げ　豚肉 くきわかめ にんじん ごぼう こんにゃく　砂糖 サラダ油　ごま 36.1

副菜 湯波の味噌汁 だしかつお節　湯波
味噌

小松菜 ねぎ じゃがいも g

その他 牛乳 牛乳 21.2g

25(金) 主食 ご飯 米 784

主菜 ソースかつ（２個） 豚肉　大豆 パン粉　砂糖 サラダ油 kcal

副菜 小松菜のからし和え 小松菜　にんじん もやし 31.1

副菜 かんぴょうの味噌汁 油揚げ　豆腐　味噌 だし煮干し
かんぴょう　ねぎ
だいこん

g

その他 牛乳 牛乳 18.3g

28(月) 主食 ひじきご飯 油揚げ ひじき にんじん ごぼう 米　しらたき　砂糖 サラダ油 816

主菜 いわしのカリカリフライ（３個） マイワシ 生姜
砂糖　でん粉　米粉
じゃがいも

サラダ油 kcal

副菜 豚汁 豚肉　豆腐　みそ
だしかつお節

にんじん だいこん　ねぎ
じゃがいも
こんにゃく

サラダ油 30.5

その他 オレンジ オレンジ g

その他 牛乳 牛乳 25.2g

29(火) 主食 スパゲティナポリタン（スパゲティ） スパゲティ サラダ油 768

主菜 　〃　（ミートソース） 牛肉　豚肉 チーズ
にんじん　パセリ
トマト

生姜　ニンニク
たまねぎ

サラダ油 kcal

副菜 スナップえんどう・じゃがいものサラダ・小袋マヨネーズ スナップえんどう じゃがいも 38.0

副菜 コンソメスープ にんじん
ほうれんそう

キャベツ　たまねぎ
セロリー

g

その他 チーズ（2個） チーズ 21.1

その他 牛乳 牛乳 g

30(水) 主食 ご飯 米 802

主菜 鶏肉のピリ辛焼き 鶏肉
ニンニク　生姜
ねぎ

砂糖 ごま kcal

副菜 もやしの炒め物 豚肉 にら
ニンニク　もやし
きくらげ

でんぷん サラダ油 34.9

副菜 生揚げと玉ねぎの味噌汁 生揚げ　味噌
だしかつお節

わかめ にんじん たまねぎ g

その他 牛乳 牛乳 25.0g

31(木) 主食 ご飯 米 756

主菜 たらの甘酢あんかけ たら 生姜 でんぷん　砂糖 サラダ油 kcal

副菜 小松菜ときゅうりの昆布和え 昆布 小松菜 きゅうり　もやし ごま油 31.4

副菜 かぶと油揚げの味噌汁 油揚げ　味噌 だし煮干し にんじん　かぶの葉 かぶ g

その他 牛乳 牛乳 16.0g

トマトの
栄養に
ついて

「わかめ」
について

知ろう

湯波の
原料は？

ぶた肉
にく

の

すごい

パワー

海藻の
仲間

「ひじき」

　「ひじき」はわかめや昆布
と同じ海藻の仲間です。ひじ
きには骨や歯を作るカルシウ
ムがたくさん含まれていま
す。日本ではひじきをよく食
べますが、世界中ではあまり
食べないそうです。

旬を
味わおう
「スナップ
えんどう」

　今が旬のスナップエンドウ
はグリンピースを改良して作
られました。豆が熟してもさ
やが固くならないので、その
まま食べることができます。
皮が肉厚で大きく、シャキ
シャキとした歯ごたえを楽し
むことができます。

畑の肉・大
豆を食べ

よう

　生揚げは、大豆からできま
す。大豆は、たんぱく質が多
く入っているので、畑の肉と
呼ばれています。
　主菜にお肉や魚だけでな
く、大豆も取り入れてみま
しょう。

　チーズにはカルシウムが多
く入っています。
　日本人はカルシウムが足り
ていません。牛乳やチーズ、
ヨーグルトなどの乳製品を組
み合わせてカルシウムをとり
ましょう。

　かぶは、３月～５月と、１０
月～１１月が旬の野菜です。今
日は、旬のかぶを味噌汁に入れ
ました。味わいながら食べま
しょう。

今が
おいしい
「かぶ」

チーズで

カルシウ

ムを

とろう

しもつけ
いっぱい

day

　今日は「しもつけいっぱい
day」です。親子丼に、下野
市が全国一の生産量を誇る
「かんぴょう」を入れまし
た。他の料理にも下野市や栃
木県でとれる食材をたくさん
使っています。味わいながら
食べましょう。

　豚肉にはビタミンＢ１が多
く入っています。
　ビタミンＢ１はみなさんが
体を動かす時や頭を使うとき
などに必要な栄養素です。特
に運動をする人は積極的にと
りたい栄養素です。

　トマトをたくさん食べるイタ
リアには「トマトが赤くなると
医者が青くなる」ということわ
ざがあります。トマトは緑から
赤に熟していくうちに、たくさ
んの栄養素が増えていくため、
これを食べることで医者いらず
と考えたのです。

　「わかめ」は、海の中では
何色か知っていますか？私た
ちが普段目にしている緑色で
はなく、茶色です。海で採っ
た「わかめ」をお湯に通す
と、きれいな緑色に変化しま
す！不思議ですね。

　湯波の原料は大豆です。大
豆は、生のままだと固く、消
化もわるいので煮たり・ひい
たりして食べられます。豆腐
や生揚げ、納豆、きなこ、味
噌、醤油などに使われていま
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


