
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)
とり肉 海草サラダ にんじん しょうが こめ サラダ油 740 kcal 659 kcal
豆腐 きゅうり でん粉 25.3 g 22.2 g
油揚げ だいこん じゃがいも 19.2 g 16.7 g
みそ はくさい とうもろこし 4.0 g 3.6 g
まぐろツナ 牛乳 ほうれん草 しょうが こめ サラダ油 844 kcal 774 kcal
ぶた肉 もみのり にんじん はくさい じゃがいも ごま 33.5 g 30.8 g
豆腐 ごぼう もやし さとう 24.1 g 22.5 g
みそ ねぎ だいこん (こんにゃく) (しらたき) 2.9 g 2.6 g
ぶた肉 牛乳 にんじん キャベツ 米粉パン サラダ油 876 kcal 758 kcal
糸かまぼこ あおのり たまねぎ 中華めん 36.9 g 32.1 g
豆腐 もずく しょうが でん粉 30.2 g 26.8 g
卵 じゃがいも 4.6 g 4.1 g
のどぐろ 牛乳 にんじん はくさい こめ サラダ油 836 kcal 778 kcal
なると こんぶ ほうれん草 きゅうり もち ごま 28.8 g 27.2 g
とり肉 わかめ だいこん 17.5 g 16.9 g
かつお節 ねぎ ごぼう 3.8 g 3.6 g
ぶた肉 牛乳 にんじん にんにく こめ サラダ油 864 kcal 775 kcal
糸かまぼこ わかめ ほうれん草 切干大根 さとう 純ごま油 36.1 g 31.9 g
卵 もやし でん粉 ごま 24.6 g 22.6 g

しょうが ねぎ 餃子の皮 3.0 g 2.6 g
卵 牛乳 にんじん たまねぎ こめ 843 kcal 706 kcal

ブロッコリー キャベツ でん粉 29.9 g 25.4 g
パセリ えのきたけ 24.8 g 21.2 g

とうもろこし 3.0 g 2.6 g
とり肉 牛乳 にんじん しいたけ 米粉パン サラダ油 869 kcal 762 kcal
あぶらあげ こまつな ねぎ うどん ごま 32.7 g 28.5 g
かつお節 もやし さとう 33.6 g 30.5 g

4.2 g 3.7 g
納豆 牛乳 にんじん だいこん こめ サラダ油 813 kcal 745 kcal
ぶた肉 もみのり いんげん ごぼう さとう 35.9 g 32.9 g
豆腐 ほうれん草 しいたけ 20.2 g 18.9 g
みそ ねぎ もやし 3.3 g 3.0 g
ます 牛乳 にんじん はくさい こめ サラダ油 746 kcal 691 kcal
里芋 のり たくあん (こんにゃく) ごま 35.5 g 32.4 g
油揚げ ねぎ だいこん 17.4 g 16.8 g
豆腐 かつお節 きゅうり ごぼう 2.6 g 2.5 g
ぶた肉 牛乳 にんじん にんにく こめ サラダ油 915 kcal 839 kcal
ベ―コン チ－ズ とうもろこし むぎ 25.0 g 23.3 g

たまねぎ じゃがいも 26.9 g 25.4 g
キャベツ 3.1 g 2.8 g

ぶた肉 牛乳 にんじん しょうが こめ サラダ油 854 kcal 783 kcal
ベ―コン マッシュルーム たまねぎ じゃがいも 28.4 g 26.3 g

レモン すりおろし さとう 26.0 g 24.2 g
キャベツ きゅうり 3 g 3 g

オムレツ 牛乳 にんじん キャベツ パン サラダ油 865 kcal 710 kcal
ミートボール ほうれん草 もやし はるさめ ごま 30.0 g 25.2 g

にら 椎茸 さとう ごま油 38.4 g 31.7 g
ねぎ でん粉 はと麦 4.2 g 3.4 g

モロ 牛乳 にんじん キャベツ こめ サラダ油 891 kcal 822 kcal
ゆば ほうれん草 たまねぎ でん粉 アイス 33.9 g 30.8 g
卵 25.3 g 23.9 g
かつお節 3.0 g 2.7 g
かます 牛乳 いんげん ごぼう こめ サラダ油 767 kcal 698 kcal
さつま揚げ ほうれん草 はくさい マカロニ ごま 33.2 g 29.8 g
卵 にんじん さとう 17.0 g 15.8 g
かつお節 でん粉 (こんにゃく) 3.1 g 2.7 g
豆腐 牛乳 にら にんにく こめ ごま油 858 kcal 783 kcal
ぶた肉 わかめ ほうれん草 たまねぎ さとう ごま 34.5 g 31.2 g
みそ キャベツ しょうが 26.5 g 24.6 g

もやし にんじん 3.4 g 3.1 g
ぶた肉 牛乳 にんじん しょうが こめ サラダ油 780 kcal 729 kcal
里芋 こまつな にんにく でん粉 ごま油 29.4 g 28.1 g
さば だいこん もやし (こんにゃく) ごま 18.8 g 18.2 g
かつお節 ねぎ ごぼう 2.8 g 2.6 g
ウインナー 牛乳 にんじん たまねぎ パン サラダ油 859 kcal 753 kcal
ガルバンゾ グリンピース キャベツ パン粉 30.2 g 26.3 g
とり肉 ﾏｯｼｭﾙｰﾑ じゃがいも 28.6 g 26.0 g

とうもろこし 苺ジャム 5.6 g 5.0 g

28.49 22.51 3.15

30 (水)
ご飯　牛乳　サバみそ煮
もやしの香味炒め　のっぺい汁

※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。

31 (木)
食パン　苺ジャム　牛乳　コロッケ
野菜ソテー　メキシカンシチュー

たんぱく質(g) 脂質(g) 塩分(g)

31.72 24.65 3.5229 (火)
ご飯　牛乳　豚肉のスタミナ炒め
ナムル　みそ汁

７～９年 836.5

平均栄養価 エネルギー(kcal)

５・６年 750.9

25 (金)
【給食週間】菜飯　牛乳　モロフライ
ゆでキャベツ　ゆばたま汁
とちおとめアイス

28 (月)
ご飯　牛乳　かます塩焼き
変わりきんぴら　かきたま汁

23 (水)
【給食週間】
ご飯　牛乳　豚肉のバーベキューソース
ゆで野菜　コンソメスープ

24 (木)
【給食週間】
ココア揚げパン　牛乳　オムレツ
春雨サラダ　はとむぎ入り肉だんごスープ

21 (月)
【給食週間】
セルフおにぎり　ごま塩　牛乳　焼き魚
即席漬　けんちん汁

22 (火)
【給食週間】
ポークカレー（麦ごはん）　牛乳
ミルメークコーヒー　野菜ソテー　チ－ズ

17 (木)
米パン　牛乳　天ぷらうどん
小松菜のごまあえ

18 (金)
【地場産の日】
ふゆみずたんぼご飯　牛乳　納豆　豚肉と
大根の煮物　地場のりあえ　にらのみそ汁

15 (火)
ビビンバ丼　牛乳　揚げ餃子（２個）
わかめスープ

16 (水)
ご飯　牛乳　ハンバーグデミソース
ゆで野菜サラダ　卵スープ

10 (木)
米パン　牛乳　じゃがいも入り焼きそば
もずくスープ

11 (金)
【鏡開き】
わかめご飯　牛乳　のどぐろフライ
即席漬け　ぞう煮

8 (火)
【わ食の日】※７年生が考えた献立
茶めし　はと麦茶　鶏のから揚げ
海草サラダ　具だくさんみそ汁

9 (水)
お魚丼　牛乳　磯香あえ
豚汁

1月の献立予定表 ７～９年 ５・６年
（絹義務・調理場用） 小山北学校給食共同調理場

TEL　22－0187

日　付 献　　　立　　　名

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

4群(淡色野
菜・果物)

脂質(ｇ) 脂質(ｇ)
塩分(ｇ) 塩分(ｇ)

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)

１月２１日～２５日は学校給食週間です。

小山市の学校では、それぞれの時代ごとの給食を

実施します。

★☆★給食週間献立★☆★

２１日（月） 昔の給食 第一弾

給食が始まった１３０年前の給食

２２日（火） 昔の給食 第二弾

昭和５０年頃の給食

２３日（水） 友好都市の給食

オーストラリア ケアンズ

２４日（木） 昔の給食 第三弾 平成初め頃の給食

２５日（金） 地元の給食 栃木県の給食

詳しい説明は、毎日のひとくちメモに書いてあります。

給食週間を、どうぞお楽しみに♪

お正月にはさまざまな行事が

ありますが、食べ物に関係する

ものも多いようです。

1月7日は「七草がゆ」を

作ります。

昔は6日の夜から七草を刻む

音を響かせ、遠くから災いを

運んでくると信じられて

いた唐土の鳥が来るのを防ぎ、

7日の朝に家族みんなで

「七草がゆ」を食べたそうです。


