
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)
ベ―コン 牛乳 にんじん ﾏｯｼｭﾙｰﾑ こめ サラダ油 845 kcal 787 kcal
オムレツ トマト キャベツ 28.8 g 27.3 g
ウインナー ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ たまねぎ 32.9 g 31.4 g
ぶた肉 きゅうり レタス 3.9 g 3.6 g
まぐろツナ 牛乳 にんじん キャベツ こめ サラダ油 766 kcal 663 kcal
とうふ もみのり チンゲンサイ とうがん さとう ごま 30.0 g 27.2 g
かつお節 むき枝豆 もやし しらたき 21.1 g 19.7 g

たまねぎ しいたけ 2.8 g 2.6 g
ぶた肉 牛乳 にら にんにく こめ サラダ油 904 kcal 834 kcal
豆腐 にんじん ねぎ でん粉 ごま油 34.1 g 31.6 g

小松菜 もやし 春巻きの皮 ごま 30.5 g 28.4 g
さとう 2.0 g 1.9 g

ちくわ 牛乳 小松菜 もやし 米粉パン サラダ油 892 kcal 854 kcal
のり にんじん きゅうり 米粉 32.9 g 32.2 g

さぬきうどん 28.9 g 27.7 g
小麦粉 4.7 g 4.5 g

ぶた肉 牛乳 トマト たまねぎ こめ サラダ油 893 kcal 822 kcal
大豆 にんじん もやし 30.3 g 28.0 g
ベーコン 小松菜 しいたけ 26.7 g 25.0 g

ねぎ とうもろこし 3.7 g 3.4 g
牛乳 豆腐 にんじん ごぼう こめ サラダ油 913 kcal 811 kcal
ぶた肉 ししゃも いんげん もやし じゃがいも 33.4 g 29.1 g
糸かまぼこ チンゲンサイ さとう 28.6 g 25.8 g
かつお節 みそ (こんにゃく) 3.0 g 2.7 g
豆腐 もずく にんじん きゅうり でん粉 ごま油 769 kcal 706 kcal
卵 牛乳 ピ―マン しょうが さとう サラダ油 30.2 g 27.9 g
ぶた肉 もやし ねぎ こめ 25.4 g 20.1 g

たけのこ 椎茸 2.9 g 2.5 g
さばスタミナ 牛乳 にんじん だいこん こめ ごま油 904 kcal 850 kcal
みそ かぼちゃ きゅうり さとう 28.7 g 27.5 g
油揚げ こまつな もやし 32.5 g 28.0 g

たまねぎ 2.4 g 2.1 g
白身魚 牛乳 にんじん キャベツ パン サラダ油 730 kcal 621 kcal
鶏肉 ピ―マン たまねぎ じゃがいも 30.1 g 25.8 g

もやし 28.7 g 22.3 g
4.2 g 3.5 g

ぶた肉 牛乳 にんじん ねぎ こめ サラダ油 849 kcal 783 kcal
チ－ズ トマト キャベツ さとう ごま 28.6 g 27.1 g
わかめ チンゲンサイ レモン ゼリー 27.8 g 22.3 g

しょうが もやし 3.2 g 2.8 g
とり肉 牛乳 にんじん だいこん でん粉 ごま 921 kcal 835 kcal
ロースハム わかめ キャベツ さとう サラダ油 32.0 g 28.8 g
豆腐 もやし こめ ごま油 32.1 g 29.1 g
みそ ねぎ きゅうり はるさめ 4 g 4 g
ぶた肉 牛乳 にんじん たけのこ こめ サラダ油 817 kcal 756 kcal
豆腐 チンゲンサイ キャベツ はるさめ ごま油 33.7 g 31.5 g
紫いか ほうれん草 たまねぎ でん粉 21.2 g 20.2 g
肉シュウマイ うずら卵 3.1 g 2.9 g
ウインナー 牛乳 にんじん キャベツ パン アーモンド 833 kcal 745 kcal
ベ―コン きゅうり じゃがいも サラダ油 30.1 g 26.9 g

もやし さとう 41 g 34.1 g
たまねぎ 4.2 g 3.8 g

さんま 牛乳 にんじん しょうが こめ サラダ油 962 kcal 806 kcal
油揚げ チンゲンサイ もやし でん粉 34.3 g 29.6 g
豆腐 だいこん 冷凍里芋 (こんにゃく) 30.3 g 27.2 g
かつお節 ごぼう ねぎ さとう 月見ゼリー 3.2 g 2.8 g
ぶた肉 牛乳 にんじん たまねぎ こめ サラダ油 884 kcal 816 kcal

ヨーグルト にんにく 福神漬 むぎ 25.6 g 23.9 g
わかめ キャベツ きゅうり じゃがいも 23.9 g 22.6 g
昆布 だいこん 3.9 g 3.6 g

モロ 牛乳 にんじん たまねぎ こめ サラダ油 768 kcal 702 kcal
みそ もやし 米粉 ごま 30.9 g 27.7 g
油揚げ だいこん さとう 18.7 g 17.6 g

ねぎ 3.0 g 2.7 g
まぐろツナ 牛乳 トマト キャベツ 米粉パン サラダ油 947 kcal 888 kcal
卵 チ－ズ チンゲンサイ クリームコーン でん粉 41.3 g 38.6 g

パセリ カリフラワー ミニソウザイ 34.4 g 32.2 g
ブロッコリー ホ－ルコ－ン オリーブオイル 4.3 g 3.8 g

とり肉 牛乳 小松菜 ごぼう こめ サラダ油 817 kcal 742 kcal
アジ にんじん もやし じゃがいも 31.9 g 28.8 g
油揚げ キャベツ はと麦 22.6 g 20.8 g
かつおぶし みそ ねりうめ ねぎ さとう パン粉 3.5 g 3.2 g
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3 (月)
ピラフ　牛乳　ツナマヨオムレツ
ゆで野菜のサラダ　レタスとトマトのスープ

4 (火)
お魚丼　牛乳　磯香あえ
冷や奴　冬瓜のすまし汁

5 (水)
ご飯　牛乳　四川風麻婆豆腐
ミニ春巻き　中華和え

6 (木)
米パン　牛乳　竹輪の２色揚げ
からしあえ　冷やしうどん

7 (金)
【地場産の日】ドライカレー　牛乳
ゆで野菜サラダ　野菜スープ　梨

10 (月)
ご飯　牛乳　ししゃもフライ(２本)
ピリ辛肉じゃが　すまし汁

11 (火)
ご飯　牛乳　チンジャオロース
もやしの中華あえ　もずくスープ

12 (水)
ご飯　牛乳　サバのスタミナ焼き
切干大根のあえ物　夏野菜のみそ汁
日向夏ゼリー

13 (木)
フィッシュバーガー　牛乳
キャベツソテー　肉団子スープ

14 (金)
タコライス(ゆでキャベツ付)　牛乳
わかめスープ　レモンゼリー

18 (火)
わかめご飯　牛乳　鶏肉のみぞれがけ
春雨サラダ　豆腐とわかめの味噌汁

19 (水)
中華丼　牛乳
肉しゅうまい（２個）　春雨スープ

20 (木)
ホットドック　牛乳　さっぱりポテトサラダ
もやしのカレースープ

21 (金)
【十五夜献立】ご飯　牛乳　さんまのかば焼
けんちん汁　おひたし　月見ゼリー

脂質(g) 塩分(g)

26 (水)
ご飯　牛乳　モロの和風ドレッシングがけ
キャベツのごまあえ　大根のみそ汁 ７～９年 856.33 31.49 28.18 2.97

25 (火)
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

平均栄養価 エネルギー(kcal) たんぱく質(g)

25.25 3.13

27 (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 ※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。

28 (金)
はと麦入り鶏ごぼうご飯　牛乳　あじフライ
梅鰹和え　みそ汁

５・６年 778.94 28.86

２学期が始まりました。
朝ごはんは、脳や体を目覚めさせるという大切な働きをし
ています。

毎日朝ごはんをしっかり食べて、１日を元気にスタート
させましょう。

大切な「朝ごはん」

上のｸﾞﾗﾌのように、朝ご飯を食べる頻度が高

ければ高いほど、試験の成績も高くなっている。

ただし、ただ何かを食べれば良いわけではな

く、主食・主菜・副菜のそろったバランスの良

い朝ご飯を食べなければ効果は現れません。バ

ランスのとれた朝ご飯を食べて成績アップを目

指そう。


