
（絹義務
用）

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 トマト キャベツ こめ サラダ油 893 kcal 825 kcal
ベーコン チーズ にんじん たまねぎ じゃがいも 30.0 g 27.8 g

パセリ にんにく さとう 27.2 g 25.7 g
セロリ― レモン汁 ムース 2.9 g 2.6 g

とり肉 牛乳 むき枝豆 たけのこ こめ サラダ油 881 kcal 810 kcal
油揚げ にんじん かんぴょう さとう 36.5 g 33.1 g
モロ かつお節 ほうれん草 椎茸 柏もち 24.2 g 22.6 g
豆腐 糸かまぼこ えのきたけ キャベツ 3.1 g 2.8 g
ぶた肉 牛乳 にんじん 椎茸 こめ サラダ油 756 kcal 627 kcal
とうふ わかめ にら にんにく さとう 純ごま油 29.0 g 25.6 g
みそ キャベツ たまねぎ でん粉 ごま 17.1 g 16.0 g

ねぎ もやし 2.9 g 2.6 g
あじ こんぶ にんじん たけのこ こめ サラダ油 600 kcal 532 kcal
かつお節 わかめ さやえんどう かんぴょう さとう 24.6 g 21.4 g
豆腐 甘酢しょうが しいたけ 8.5 g 7.3 g

きゅうり キャベツ 3.8 g 3.4 g
とり肉 牛乳 こまつな しょうが こめ サラダ油 905 kcal 828 kcal
加熱レバ－ もみのり にんじん ねぎ じゃがいも 35.2 g 32.4 g
豆腐 煮干 もやし でん粉 28.5 g 26.4 g
みそ だいこん ごぼう さとう (こんにゃく) 3.3 g 3.0 g
とり肉 牛乳 にんじん たまねぎ 米パン サラダ油 922 kcal 875 kcal
まめ サラダチーズ ピ―マン キャベツ はと麦 オリーブオイル 31.8 g 30.5 g
ウインナー トマト セロリ― じゃがいも 45.7 g 42.8 g

4.2 g 3.9 g
厚焼卵 牛乳 にんじん キャベツ こめ ごま 782 kcal 647 kcal
ぶた肉 ほうれん草 ごぼう さとう 29.0 g 25.3 g
卵焼き だいこん じゃがいも 18.7 g 17.4 g
みそ 豆腐 ねぎ 2.6 g 2.4 g
まぐろツナ 牛乳 むき枝豆 しょうが こめ サラダ油 775 kcal 712 kcal
豆腐 もみのり にんじん ねぎ さとう ごま 33.1 g 30.5 g
みそ 煮干 小松菜 もやし でん粉 19.4 g 18.3 g
とり肉 油揚げ ごぼう だいこん (しらたき) (こんにゃく) 3.1 g 2.8 g
とり肉 牛乳 にんじん にんにく こめ サラダ油 908 kcal 838 kcal

ヨーグルト ブロッコリー たまねぎ むぎ 27.1 g 25.3 g
キャベツ じゃがいも 24.3 g 22.9 g

福神漬 ホ－ルコ－ン 3.3 g 3.0 g
納豆 牛乳 にんじん ごぼう こめ サラダ油 880 kcal 805 kcal
ぶた肉 煮干 いんげん ねぎ むぎ ごま 36.2 g 33.2 g
みそ こまつな じゃがいも 23.4 g 21.8 g
豆腐 さとう (こんにゃく) 2.9 g 2.6 g
豚肉 牛乳 チンゲンサイ キャベツ 米粉パン サラダ油 839 kcal 821 kcal

にんじん もやし じゃがいも 32.0 g 31.4 g
椎茸 ワンタン 31.9 g 30.9 g
たまねぎ 4 g 4 g

みそ 牛乳 にら キャベツ でん粉 サラダ油 740 kcal 680 kcal
卵 こまつな たまねぎ こめ 28.8 g 26.6 g
ぶた肉 にんじん もやし 17.7 g 16.7 g
糸かまぼこ しいたけ ねぎ 3.6 g 3.3 g
油揚げ 牛乳 ピ―マン しょうが こめ サラダ油 849 kcal 778 kcal
みそ わかめ にんじん たまねぎ さとう 純ごま油 33.6 g 30.9 g
ぶた肉 だいこん 26.1 g 24.2 g
豆腐 きゅうり ねぎ 3.2 g 2.9 g
サバ 牛乳 にんじん しょうが こめ サラダ油 807 kcal 731 kcal
ぶた肉 こまつな もやし じゃがいも ごま 36.4 g 32.6 g
みそ ごぼう にんにく 21.7 g 19.8 g
豆腐 かつお節 ねぎ かんぴょう 2.7 g 2.4 g
とり肉 牛乳 にんじん たまねぎ こめ 833 kcal 764 kcal
卵 茎わかめ チンゲンサイ 椎茸 さとう 35.9 g 33.0 g
凍りとうふ たけのこ もやし でん粉 22.5 g 21.0 g
糸かまぼこ かつおぶし ねぎ ホ－ルコ－ン 3.7 g 3.3 g
まぐろツナ 牛乳 ブロッコリー とうもろこし 米粉パン オリーブオイル 868 kcal 751 kcal
卵 チ－ズ チンゲンサイ ホ－ルコ－ン ミニソウザイ 40.2 g 35.0 g

トマト カリフラワー でん粉 28.6 g 25.4 g
パセリ 4.3 g 3.8 g

ぶた肉 牛乳 にんじん しょうが こめ サラダ油 753 kcal 691 kcal
わかめ ピ―マン たまねぎ でん粉 ごま 25.9 g 24.0 g

ねぎ しいたけ さとう 18.3 g 17.3 g
たけのこ きゅうり 3.4 g 3.1 g

とり肉 牛乳 にんじん たまねぎ こめ 純ごま油 845 kcal 778 kcal
ウインナー とうもろこし でん粉 サラダ油 34.1 g 31.4 g
ぶた肉 しょうが りんご さとう 26.3 g 24.5 g
卵 豆腐 レモン レタス 3.3 g 3.0 g
とり肉 牛乳 にんじん だいこん こめ サラダ油 954 kcal 865 kcal
ぶた肉 ひじき こまつな ねぎ でん粉 39.4 g 35.3 g
大豆 煮干 さやいんげん たまねぎ さとう 31.8 g 28.9 g
油揚げ みそ もやし 発芽玄米 じゃがいも 3.2 g 2.9 g
かつお節 牛乳 こまつな もやし こめ ごま 747 kcal 677 kcal

いわし にんじん ごぼう 里芋 純正ごま油 26.2 g 23.4 g
だいこん でん粉 17.3 g 15.8 g
ねぎ (こんにゃく) 2.3 g 2.0 g

ぶた肉 牛乳 にんじん しょうが パン サラダ油 763 kcal 734 kcal
ベーコン ピ―マン ごぼう さとう 30.1 g 28.8 g

トマト たまねぎ ゼリー 27.4 g 25.9 g
ホ－ルコ－ン キャベツ じゃがいも 4.2 g 3.9 g

30 (水)
ご飯　牛乳　いわしおかか煮
野菜のごまじょうゆ　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)
ドライカレーサンド　牛乳　野菜スープ
レモンゼリー

５・６年 750.9 29.4 22.5 3.03

脂質(g) 塩分(g)

32.1 24.1 3.33７～９年 823.8

平均栄養価 エネルギー(kcal) たんぱく質(g)

28 (月)
ピラフ　牛乳　豚肉のバーベキューソース
レタスと卵のスープ　アセロラゼリー

29 (火)
発芽玄米入ごはん　牛乳　鶏肉みぞれかけ
ひじきの炒め煮　じゃがいものみそ汁

24 (木)
米パン　牛乳　ツナとトマトのスパゲティ
ゆで野菜　とうもろこしスープ

25 (金)
ご飯　牛乳　酢豚　オイキムチ
わかめスープ

22 (火)
ごはん　牛乳　さばの朝鮮焼き
もやしの香味炒め　いなか汁

23 (水)
親子丼　牛乳　おひたし
茎わかめスープ

18 (金)
【地場産の日】　ご飯　牛乳　ホイコーロー
小松菜とじゃこの和え物　中華風かきたま汁

21 (月)
ご飯　牛乳　豚肉の生姜焼き（野菜入り）
切干大根の和えもの　豆腐とわかめのみそ汁

16 (水)
麦ご飯　牛乳　納豆（小山産大豆）
ピリ辛肉じゃが　みそ汁

17 (木)
米パン　牛乳　コロッケ　ゆで野菜サラダ
ワンタンスープ

14 (月) お魚丼　牛乳　磯香あえ　豆腐団子汁

15 (火)
チキンカレー（麦ごはん）　牛乳
ゆで野菜　県産ヨーグルト

10 (木)
ココア揚げパン　牛乳　野菜ソテー
はとむぎ入りミネストローネ

11 (金)
ご飯　ふりかけ　牛乳　厚焼き卵
ごまあえ　豆乳入り豚汁

8 (火)
【わ食の日】　小山和牛寿司　はとむぎ茶
あじの塩麹焼き　即席漬　若竹汁

9 (水)
ご飯　牛乳　焼き鳥風煮　磯香あえ
みそけんちん汁

2 (水)
【子どもの日】五目ご飯　牛乳　モロフライ
ゆでキャベツ　すまし汁　ミニ柏餅

7 (月)
ご飯　牛乳　麻婆豆腐
ナムル（にら）　中華スープ

脂質(ｇ)
塩分(ｇ) 塩分(ｇ)

1 (火)
タコライス　牛乳　ジャーマンスープ
いちごムース

５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)

５月５日は端午の節句です。

もとは、中国から伝わった菖蒲

やよもぎを用いた厄払いの行事

でしたが、後に、男の子の健や

かな成長と立身出世を願う行事

となりました。
鯉のぼりを立てたり、かぶと

やよろいなどを飾り、柏餅やち
まきを食べて祝います。また、
無病息災を願い、菖蒲湯に入る
習慣もあります。


