
1群 2群 3群 5群 6群
(たんぱく質) (無機質) (緑黄色野菜) (炭水化物) (脂肪)
ぶた肉 牛乳 にんじん しょうが こめ マヨネーズ 805 kcal 725 kcal
糸かまぼこ わかめ にら だいこん はるさめ ごま油 30.6 g 27.7 g

こまつな たけのこ 24.3 g 24.7 g
たまねぎ もやし 3.4 g 2.9 g

モロ 牛乳 ほうれん草 ねぎ こめ サラダ油 821 kcal 742 kcal
とり肉 にんじん キャベツ 米粉 30.0 g 26.5 g

だいこん 薄力粉 21.5 g 22.0 g
3.5 g 3.1 g

ぶた肉 牛乳 にんじん ねぎ こめ サラダ油 811 kcal 608 kcal
とうふ ほうれん草 えのきたけ 粉末黒糖 31.8 g 21.1 g
なっとう しょうが こんにゃく 22.8 g 21.6 g
みそ かつお節 だいこん ごぼう 2.9 g 2.3 g
ぶた肉 牛乳 こまつな しょうが こめ サラダ油 814 kcal 696 kcal
とり肉 いわし にんじん もやし でん粉 35.4 g 30.9 g
とうふ にんにく ねぎ 24.9 g 26.5 g
みそ 卵 ごぼう だいこん 3.0 g 2.6 g
ぶた肉 牛乳 にら はくさい 米粉パン ごま油 849 kcal 824 kcal

だいこん もやし 中華麺 33.9 g 32.6 g
椎茸 ホ－ルコ－ン ムース 27.8 g 27.3 g
ねぎ きゅうり 4.3 g 3.7 g

焼きとうふ 牛肉 ほうれん草 たまねぎ こめ サラダ油 688 kcal 619 kcal
かつお節 もみのり にんじん ねぎ しらたき 28.4 g 25.5 g
卵 にら はくさい でん粉 20.2 g 20.2 g
糸かまぼこ もやし しいたけ さとう 3.4 g 3.1 g
とり肉 牛乳 ほうれんそう しょうが こめ サラダ油 868 kcal 762 kcal
油揚げ 煮干 にんじん もやし さとう ごま 37.6 g 33.9 g
みそ チ－ズ にら ホ－ルコ－ン じゃがいも 24.0 g 28.2 g

たまねぎ 3.5 g 3.3 g
みそ 牛乳 こまつな ごぼう こめ ごま 767 kcal 665 kcal
かつお節 にんじん もやし さとう サラダ油 32.0 g 29.4 g

だいこん じゃがいも 22.9 g 25.2 g
椎茸 ねぎ こんにゃく 3 g 3 g

ぶた肉 牛乳 にんじん にんにく こめ サラダ油 917 kcal 777 kcal
ヨーグルト たまねぎ むぎ 27.6 g 23.9 g

福神漬け キャベツ じゃがいも 25.2 g 26.2 g
ホ－ルコ－ン きゅうり こんにゃく 3.8 g 3.1 g

ぶた肉 牛乳 にんじん キャベツ 米粉パン サラダ油 901 kcal 540 kcal
ベーコン あおのり トマト たまねぎ 中華めん 35.8 g 21.3 g
卵 ホ－ルコ－ン でん粉 30.6 g 34.5 g

じゃがいも 4.9 g 3.5 g
ぶた肉 牛乳 こまつな しょうが こめ ごま 846 kcal 697 kcal
かつおぶし 煮干 にんじん もやし さとう サラダ油 33.6 g 28.8 g
とうふ はくさい ヤーコン 24.8 g 27.2 g
みそ しいたけ ねぎ 米粉 3.1 g 2.7 g
まぐろツナ 牛乳 にんじん ねぎ こめ ごま 856 kcal 781 kcal
とり肉 こまつな もやし じゃがもち サラダ油 28.0 g 25.2 g
かつお節 グリンピース はくさい さとう 23.7 g 24.2 g

ごぼう だいこん しらたき 3.0 g 2.6 g
ぶた肉 牛乳 にんじん ねぎ こめ ごま油 831 kcal 775 kcal
ベ―コン わかめ トマト キャベツ でん粉 26.9 g 25.3 g
卵 ホ－ルコ－ン 29.8 g 30.6 g
鉄腕豚肉焼売 たまねぎ 4.3 g 4.0 g
ぶた肉 チ－ズ にんじん みかん こめ サラダ油 905 kcal 694 kcal
ベ―コン 牛乳 トマト たまねぎ さとう 29.1 g 20.1 g

パセリ レモン じゃがいも 27.5 g 23.1 g
キャベツ セロリ― 3.3 g 2.8 g

鶏肉 牛乳 にんじん とちおとめ パン サラダ油 855 kcal 685 kcal
とり肉 ブロッコリー カリフラワー じゃがいも バター 36.9 g 31.7 g

むき枝豆 たまねぎ はと麦 32.5 g 32.1 g
とうもろこし 3.9 g 3.3 g

たまご焼き 牛乳 かぼちゃ しょうが さとう サラダ油 848 kcal 724 kcal
とり肉 にんじん ごぼう でん粉 30.1 g 26.8 g
かつお節 いんげん だいこん こめ 19.8 g 21.4 g
みそ れんこん 2.9 g 2.6 g
ウインナー 牛乳 ほうれん草 椎茸 こめ サラダ油 882 kcal 781 kcal
とり肉 にんじん たけのこ ケーキ 33.7 g 31.2 g
なると きゅうり キャベツ 28.4 g 29.8 g

はくさい ホ－ルコ－ン 4.0 g 3.4 g
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日　付 献　　　立　　　名

主　　　な　　　材　　　料 ｴﾈﾙｷﾞｰ(kcal) ｴﾈﾙｷﾞｰ(kcal)

血 や 肉 に な る 体の調子をととのえる 力や熱のもとになる ﾀﾝﾊﾟｸ(ｇ) ﾀﾝﾊﾟｸ(ｇ)

4群(淡色野
菜・果物)

脂質(ｇ) 脂質(ｇ)
塩分(ｇ) 塩分(ｇ)

1 (金)
ご飯　牛乳　豚肉のポン酢炒め
ナムル　五目スープ

4 (月)
菜飯　牛乳　モロフライ
ゆでキャベツ　すいとん

5 (火)
ごはん　牛乳　納豆
肉みそ煮　すまし汁

6 (水)
ご飯　牛乳　いわしごまみそ煮
もやしの香味炒め　とりだんご汁

7 (木)
米パン　牛乳　みそラーメン
キムチあえ　いちごムース

8 (金)
【わ食の日】ご飯　はとむぎ茶　磯香和え
おやま和牛のすきやき　かきたま汁

11 (月)
三色丼(鶏そぼろ,ほうれん草,コーン)
牛乳　みそ汁　チーズ

12 (火)
ごはん　牛乳　サバ一夜干し
ごまあえ　具だくさん味噌汁

13 (水)
ポークカレー(麦ごはん)　牛乳
ゆで野菜サラダ　ヨーグルト

14 (木)
米パン　牛乳　焼きそば
チリトマトスープ

15 (金)
【地場産の日】ご飯　牛乳　おとんとヤーコ
ンのかりん揚げ　お浸し　みそ汁

18 (月)
お魚丼　牛乳　白菜のごま和え
いもだんご汁

19 (火)
キムタクご飯　牛乳　ポークしゅうまい
くきわかめサラダ　トマト入り卵スープ

20 (水)
タコライス　牛乳　ジャーマンスープ　みか
ん

エネルギー(kcal)

５・６年 711.5

21 (木)
食パン　苺ジャム　牛乳　ナゲット　ゆで野
菜サラダ　はとむぎヘルシーシチュー

22 (金)
【冬至メニュー】ご飯　牛乳　厚焼き卵かぼ
ちゃのそぼろあんかけ　根菜汁

25 (月)
【クリスマスメニュー】ピラフ　牛乳　チキ
ンのオーブン焼き　コールスロー　白菜スー
プ　クリスマスデザート

※献立を一部変更する場合がありますので、予めご了承ください。
※食材については、安全の確保されたものを使用しています。定期的に放射性物質測定も行っており、現
在結果はすべて不検出です。詳しくは小山市のＨＰで公表しておりますのでごらんください。

平均栄養価

７～９年 839.1 31.8 25.3 3.6

27.2 26.2 3.0

たんぱく質(g) 脂質(g) 塩分(g)

かぜ予防のための食事のポイ
ント


