
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)

なると 牛乳 にんじん もやし こめ サラダ油 891 kcal 820 kcal

豆腐 ほうれん草 キャベツ もち米 ごま 35.2 g 31.9 g

モロ ねぎ 砂糖 22.6 g 0.2 g

かつお節 ささげ えのきたけ クレープ 3.0 g 3.0 g

海草サラダ 牛乳 にんじん キャベツ こめ サラダ油 884 kcal 817 kcal

ぶた肉 ヨーグルト きゅうり むぎ 25.6 g 23.9 g

国産福神漬 にんにく じゃがいも 24.3 g 0.2 g

だいこん たまねぎ 4.0 g 4.0 g

ハンバーグ 牛乳 にんじん もやし パン サラダ油 824 kcal 723 kcal

ベ―コン ほうれん草 たまねぎ 砂糖 34.8 g 29.9 g
マッシュルーム マカロニ 33.9 g 0.3 g

キャベツ ホ－ルコ－ン いちごジャム 5.3 g 5.3 g

卵焼き 牛乳 にんじん 切干大根 砂糖 サラダ油 821 kcal 749 kcal

さつま揚げ 椎茸 じゃがいも 30.0 g 27.4 g

みそ だいこん こめ 20.4 g 0.2 g

ぶた肉 豆腐 ねぎ ごぼう (こんにゃく) 3.0 g 3.0 g

ます 牛乳 にんじん ねぎ こめ マヨネーズ 797 kcal 725 kcal

かつお節 チ－ズ たまねぎ キャベツ じゃがいも サラダ油 31.2 g 27.9 g

こんぶ きゅうり ごぼう (こんにゃく) 27 g 0.3 g

椎茸 だいこん 2.2 g 2.2 g

ぶた肉 牛乳 にんじん たまねぎ こめ サラダ油 906 kcal 834 kcal

トマト マッシュルーム じゃがいも 26.0 g 24.1 g

アスパラ にんにく 砂糖 22.5 g 0.2 g
ホ－ルコ－ン キャベツ アセロラゼリ 3.2 g 3.2 g

あじ 牛乳 にんじん ごぼう こめ サラダ油 833 kcal 756 kcal

ぶた肉 煮干 こまつな (こんにゃく) ごま 32.9 g 29.5 g

みそ ねぎ 砂糖 21.8 g 0.2 g

じゃがいも マカロニ 2.5 g 2.5 g

ベ―コン あおのり にんじん たまねぎ じゃがいも サラダ油 873 kcal 835 kcal

ぶた肉 牛乳 チンゲンサイ もやし 米粉パン 純ごま油 32.9 g 31.7 g

キャベツ 焼きそば 29.2 g 0.3 g
4.7 g 4.7 g

ぶた肉 牛乳 にんじん しょうが こめ サラダ油 790 kcal 725 kcal

ベ―コン にら にんにく 砂糖 ごま 34.0 g 31.2 g

卵 こまつな たまねぎ でん粉 純ごま油 25.6 g 0.3 g

豆腐 かつおぶし レタス もやし 3.2 g 2.9 g

納豆 牛乳 にんじん たまねぎ こめ サラダ油 866 kcal 802 kcal

ぶた肉 にら ねぎ じゃがいも 34.7 g 32.6 g

卵 いんげん 砂糖 22.3 g 0.2 g

かつお節 でん粉 (しらたき) 2.9 g 3.2 g

ぶた肉 牛乳 にんじん ねぎ こめ サラダ油 854 kcal 792 kcal

豆腐 わかめ にら 切干大根 砂糖 純ごま油 32.7 g 30.5 g

かき菜 しょうが ごま 25.4 g 0.3 g

たまねぎ もやし 2.7 g 2.7 g

とり肉 牛乳 にんじん ごぼう はと麦 サラダ油 853 kcal 757 kcal

油揚げ 煮干 こまつな キャベツ 砂糖 33.2 g 28.9 g

みそ ししゃも だいこん こめ 29.7 g 0.3 g

豆腐 ねぎ 3.2 g 3.2 g

牛肉 牛乳 にんじん しょうが 米パン サラダ油 859 kcal 819 kcal

ぶた肉 チ－ズ トマト たまねぎ スパゲティー 38.4 g 36.5 g

ベ―コン こまつな にんにく 30.3 g 0.3 g

キャベツ 3.5 g 3.5 g

さわら 牛乳 ほうれん草 もやし こめ 784 kcal 712 kcal

かつお節 もみのり にんじん だいこん 米粉 36.0 g 32.2 g

とり肉 ねぎ 薄力粉 21.5 g 0.2 g
3.8 g 3.8 g

3.4

※献立を一部変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
　なお、食材については、安全の確認されたものを使用しています。また、定期的に放射性物質測定検査
も行っており、現在、結果はすべて未検出です。詳しくは小山市のHPで公表しておりますので、ご覧く
ださい。

平均栄養価 エネルギー(kcal) たんぱく質(g) 脂質(g)

５・６年 776.1 29.9 0.3

塩分(g)

７～９年 845.4 32.7 25.5 3.4

26 (木)
米パン　牛乳　スパゲテイミートソース
キャベツのスープ

27 (金)
竹の子ご飯　牛乳　さわら西京焼き
磯香和え　米粉で作ったすいとん

24 (火)
ビビンバ丼　牛乳　揚げ餃子(２個)
わかめスープ

25 (水)
はと麦入り鶏ごぼうご飯　牛乳　子持ち
ししゃもフライ　ゆでキャベツ　みそ汁

20 (金)
【地場産の日メニュー】
ご飯　牛乳　おとんのごまだれ焼き
小松菜のお浸し　レタススープ

23 (月)
ご飯　牛乳　納豆（小山産大豆）
肉じゃが　かきたま汁

22.9 2.5

18 (水)
ご飯　牛乳　アジのねぎ塩焼き
変わりきんぴら　みそ汁

５・６年 750 28

19 (木)
米パン　牛乳　じゃがいも入り焼きそば
チンゲンサイの中華スープ

17 (火)
ハヤシライス　牛乳
ゆで野菜サラダ　アセロラゼリー

基準栄養価 エネルギー(kcal) 脂質(g) 塩分(g)

７～９年 820 30 25.1 3

たんぱく質(g)

13 (金)
ご飯　ふりかけ　牛乳　厚焼卵
切干大根煮物　豚汁

16 (月)
ご飯　牛乳　鮭マヨネーズ焼き
即席漬　根菜のすまし汁

11 (水)
ポークカレー（麦ごはん）　牛乳
福神漬　海藻サラダ　ヨーグルト

12 (木)
コッペパン　苺ジャム　牛乳　ハンバーグ
ほうれん草のソテー　マカロニスープ

脂質(ｇ)

塩分(ｇ) 塩分(ｇ)

10 (火)
【入学祝いメニュー】
赤飯　ごま塩　牛乳　モロの竜田揚げ
ごま和え　すまし汁　お祝いクレープ

４月の献立予定表 ７～９年 ５・６年
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)

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)

入学・進級
おめでとう
ございます

献立表をながめよう！

献立予定表には、献立名の他に、6つの基礎食品群

に分類した使用食材、１食のエネルギー量とタンパク

質量、そして脂質量と塩分量を表示してあります。基

準となる数値は、以下の通りです。

正しく配膳しよう！

献立を確認するだけでなく、食材や、栄養素にも関

心を持ち、健康な食事をするための参考にしてくださ

い。

正しい配膳は、マナー

の基本で、スムーズに食

事をするための第一歩で

す。

クラス配布の給食ひと

くちメモにも毎日の給食

の配膳図をのせてありま

すので、参考にしてくだ

さい。


