
（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 にんじん キャベツ こめ サラダ油 891 kcal 783 kcal
卵 わかめ チンゲンサイ きくらげ でん粉 純ごま油 37.6 g 32.5 g
紫いか もやし はるさめ 26.6 g 23.3 g
ベ―コン たまねぎ たけのこ 3.6 g 3.1 g
ゆで卵 牛乳 にんじん たまねぎ こめ サラダ油 816 kcal 738 kcal
ベーコン 小松菜 キャベツ さとう 34.3 g 30.9 g
とり肉 にんにく 24.6 g 22.4 g

レモン 2.9 g 2.4 g
とり肉 牛乳 にんじん ごぼう こめ サラダ油 831 kcal 733 kcal
油揚げ ししゃも 小松菜 キャベツ はと麦 31.8 g 27.3 g
豆腐 さとう 27.0 g 23.7 g
みそ 3.0 g 2.7 g
ぶた肉 牛乳 にんじん たまねぎ こめ マヨネーズ 830 kcal 734 kcal
なると ほうれん草 キャベツ でん粉 34.0 g 29.6 g
豆腐 にら アスパラ 24.8 g 21.6 g
かつお節 えのきたけ もやし 2.9 g 2.4 g
ぶた肉 牛乳 にんじん キャベツ 米粉パン サラダ油 885 kcal 832 kcal
卵 あおのり ほうれん草 とうもろこし 焼きそば 36.2 g 34.0 g

でん粉 30.4 g 28.6 g
じゃがいも 4.3 g 3.9 g

卵 牛乳 にんじん ねぎ こめ サラダ油 912 kcal 802 kcal
とり肉 にら ごぼう でん粉 ごま 35.9 g 32.8 g
ぶた肉 たまねぎ マカロニ 純ごま油 31.5 g 29.7 g
かつお節 にんにく しょうが さとう (こんにゃく) 2.8 g 2.5 g
たまご焼き 牛乳 にんじん もやし こめ 純ごま油 743 kcal 668 kcal
油揚げ ほうれん草 にんにく さとう ごま 28.7 g 25.5 g
いわしすりみ だいこん 19.2 g 17.3 g
かつお節 椎茸 ねぎ 3.6 g 3.1 g
油揚げ 牛乳 にんじん だいこん じゃがいも サラダ油 824 kcal 692 kcal
豆腐 ごぼう こめ 33.2 g 28.0 g
さわら 椎茸 さとう 20.2 g 17.9 g
みそ かつお節 ねぎ (こんにゃく) 3 g 2 g
ぶた肉 牛乳 にんじん キャベツ 米粉パン 純ごま油 904 kcal 855 kcal

くきわかめ にら もやし 中華麺 35.9 g 33.7 g
サラダチーズ ねぎ ホ－ルコ－ン さとう 27.8 g 25.8 g

きゅうり だいこん 6.4 g 5.6 g
とり肉 牛乳 にんじん キャベツ こめ サラダ油 814 kcal 695 kcal
油揚げ こんぶ たけのこ さとう 34.8 g 30.1 g
モロ わかめ かんぴょう ゼリー 22.0 g 19.6 g
豆腐 かつお節 きゅうり 3.6 g 3.1 g
ぶた肉 牛乳 にんじん にんにく こめ サラダ油 891 kcal 756 kcal

ブロッコリー たまねぎ むぎ 27.5 g 23.6 g
キャベツ じゃがいも 23.9 g 21.4 g

福神漬 ホ－ルコ－ン ムース (こんにゃく) 3.3 g 2.9 g
まぐろツナ 牛乳 にんじん しょうが こめ ごま 785 kcal 697 kcal
油揚げ チーズ ほうれん草 もやし さとう サラダ油 33.0 g 31.1 g
みそ にら ホ－ルコ－ン じゃがいも 17.1 g 18.8 g

たまねぎ 3.8 g 3.5 g
納豆 牛乳 にんじん たまねぎ こめ サラダ油 854 kcal 735 kcal
とり肉 枝豆 じゃがいも 純ごま油 34.4 g 31.0 g
豆腐 にら さとう 18.7 g 17.5 g
みそ 3.5 g 3.0 g
まぐろツナ 牛乳 にんじん きゅうり パン マヨネーズ 712 kcal 622 kcal
肉団子 トマト キャベツ じゃがいも 32.4 g 28.1 g
ひよこ豆 パセリ アスパラ 23.6 g 20.8 g
赤いんげん豆 青えんどう豆 セロリ― ホ－ルコ－ン 4.2 g 3.5 g
ぶた肉 牛乳 にら ごぼう 米粉 サラダ油 852 kcal 718 kcal
卵 小松菜 もやし こめ ごま 32.4 g 27.9 g
ベ―コン にんじん たまねぎ さとう 24.9 g 21.9 g
かつお節 トマト しいたけ でん粉 3.0 g 2.6 g
なると もずく にんじん ねぎ こめ サラダ油 878 kcal 776 kcal
とり肉 牛乳 グリンピース キャベツ でん粉 30.7 g 27.6 g
糸かまぼこ 豚肉 とうもろこし じゃがいも 27.3 g 25.4 g
卵 豆腐 4.2 g 3.7 g
とり肉 牛乳 にんじん きゅうり こめ 798 kcal 670 kcal
さば 小松菜 だいこん 米粉 31.5 g 26.9 g

ねぎ 小麦粉 17.7 g 15.9 g
ごぼう 2.7 g 2.2 g

ぶた肉 牛乳 にんにく しょうが こめ ごま 861 kcal 760 kcal
とうふ にんじん たまねぎ さとう サラダ油 34.1 g 31.5 g
みそ にら でん粉 26.1 g 26.2 g
油揚げ 小松菜 じゃがいも 3.0 g 2.9 g
ベ―コン 牛乳 トマト セロリ― 米粉パン オリーブオイル 837 kcal 780 kcal
牛肉 グリンピース たまねぎ ミニブラウン サラダ油 35.7 g 33.4 g
ぶた肉 こまつな キャベツ さとう 27.5 g 26.0 g

にんじん 3.7 g 3.4 g
手切りヒレカツ 牛乳 にんじん たまねぎ さとう サラダ油 799 kcal 689 kcal
ベーコン 小松菜 キャベツ こめ ごま 27.1 g 25.0 g

パセリ セロリ― じゃがいも 18.8 g 17.0 g
りんご 2.6 g 2.2 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)
中華丼　牛乳　肉シュウマイ（２個）
五目スープ

4 (月)
ガパオライス　牛乳  ミルメーク
キャベツのスープ　味付き卵

5 (火)
鶏ごぼうご飯　牛乳　シシャモフライ(２本)
ゆでキャベツ　みそ汁

6 (水)
ご飯　牛乳　豚肉のスタミナ炒め
ナムル　すまし汁

7 (木)
米パン　牛乳　じゃがいも入り焼きそば
とうもろこしスープ

8 (金)
【わ食の日】ご飯　はと麦茶　鶏の七味焼き
変わりきんぴら　かきたま汁　牛乳

12 (火)
菜めし　牛乳　厚焼き卵
ぴり辛ごまあえ　つみれ汁

13 (水)
ご飯　牛乳　サワラの照り焼き
切り干し大根の煮物　いなか汁

14 (木)
チーズ米パン　牛乳　みそラーメン
くきわかめサラダ　さくらゼリー

15 (金)
【県民の日】五目ご飯　牛乳　ﾓﾛのｶﾚｰ揚げ
即席漬け　すまし汁　県民ゼリー

18 (月)
ポークカレー（麦ご飯）　牛乳
福神漬　ゆで野菜　いちごムース

19 (火)
三色丼　牛乳
みそ汁　チーズ

20 (水)
ご飯　小山産納豆　牛乳
じゃがいものそぼろ煮　キムチスープ

21 (木)
ツナサンド　牛乳
ゆで野菜　肉だんご入りミネストローネ

22 (金)
【地場産物】ご飯　牛乳　豚肉とごぼうのか
りん揚げ　おひたし　トマト入り卵スープ

25 (月)
チャーハン　牛乳　コロッケ
ゆでキャベツ　もずくスープ

脂質(g) 塩分(g)

27 (水)
ご飯　牛乳　豚肉のごまタレ炒め
冷ややっこ　みそ汁 ７～９年 835.9 33.06 23.99 3.48

26 (火)
ご飯　牛乳　サバみそ煮
オイキムチ　米粉すいとん

平均栄養価 エネルギー(kcal) たんぱく質(g)

22.04 3.04

28 (木)
米パン　牛乳　ミートソース
ジュリエンヌスープ ※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。

29 (金)
ソースカツ丼　牛乳
ごまあえ　ジャーマンスープ

５・６年 736.8 29.53

『６月８日は､桑絹地区共通献立です』
小山市では中学校区ごとに、小学校と中学校が協

働し
子どもたちを育てる小中一貫教育の場を設けていま
す。
学期に１回、絹義務教育学校、桑中、羽川小、羽川
西小、


