
（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)
みそ 牛乳 ピ―マン キャベツ こめ 純ごま油 819 kcal 700 kcal
ぶた肉 にんじん しょうが さとう サラダ油 29.6 g 26.0 g
卵 にら とうもろこし でん粉 ごま 22.3 g 20.2 g

にんにく 2.5 g 2.1 g
さば 牛乳 にんじん ごぼう こめ サラダ油 830 kcal 695 kcal
みそ こまつな ねぎ さとう ごま 32.9 g 28.7 g
ぶた肉 じゃがいも 22.5 g 20.6 g

(こんにゃく) マカロニ 3.2 g 2.9 g
ぶた肉 牛乳 にんじん しょうが さとう サラダ油 939 kcal 797 kcal
豆腐 こまつな ねぎ でん粉 純ごま油 38.2 g 33.0 g
みそ にんにく こめ ごま 30.5 g 27.4 g

たまねぎ もやし 餃子の皮 2.7 g 2.3 g
ベーコン 牛乳 にんじん たまねぎ パン粉 サラダ油 775 kcal 682 kcal
豚肉 チンゲンサイ マッシュルーム パン 30.4 g 27.9 g
ウインナー はくさい 小麦粉 29.4 g 25.2 g

ホ－ルコ－ン 4.2 g 3.8 g
ぶた肉 牛乳 にんじん にんにく こめ サラダ油 894 kcal 826 kcal
海草サラダ ヨーグルト たまねぎ むぎ 25.9 g 24.2 g

福神漬 キャベツ じゃがいも 23.9 g 22.6 g
きゅうり ホ－ルコ－ン 4.0 g 3.6 g

とり肉 牛乳 にんじん しょうが こめ サラダ油 860 kcal 750 kcal
糸かまぼこ もずく チンゲンサイ ねぎ でん粉 29.5 g 26.3 g
加熱レバ－ えのきたけ さとう 24.5 g 22.7 g

たまねぎ ゼリー 3.1 g 2.7 g
さけ紅葉漬 牛乳 チンゲンサイ もやし こめ サラダ油 716 kcal 652 kcal
とり肉 にんじん しょうが でん粉 34.5 g 30.8 g
みそ だいこん (こんにゃく) 15.2 g 14.3 g
かつおぶし 豆腐 ごぼう ねぎ 2.2 g 1.9 g
ベ―コン 牛乳 トマト たまねぎ 米パン サラダ油 759 kcal 571 kcal
まめ チ－ズ チンゲンサイ セロリ― じゃがいも 24.9 g 18.8 g

ミルクココア パセリ キャベツ はと麦 31.4 g 24.9 g
にんじん もやし 3.2 g 2.4 g

なっとう 牛乳 にんじん しょうが こめ サラダ油 842 kcal 710 kcal
ぶた肉 こまつな たまねぎ さとう 34.9 g 30.2 g
かつお節 なす でん粉 25.3 g 22.2 g
みそ 卵 しいたけ ねぎ 2.7 g 2.2 g
ぶた肉 牛乳 にんじん にんにく こめ サラダ油 850 kcal 779 kcal
とり肉 にら 切干大根 さとう 純ごま油 31.2 g 28.5 g

しょうが ビ―フン ごま 22.7 g 21.7 g
もやし ねぎ 2.5 g 2.2 g

とり肉 牛乳 にんじん たまねぎ こめ サラダ油 889 kcal 814 kcal
卵 だいこん さとう 純ごま油 36.4 g 33.4 g
油揚げ ごぼう でん粉 24.9 g 23.2 g
みそ かつお節 ねぎ きゅうり じゃがいも (こんにゃく) 3.3 g 3.0 g
焼きとうふ 牛乳 にんじん だいこん こめ サラダ油 904 kcal 766 kcal
みそ ほうれん草 たまねぎ さとう 37.8 g 33.8 g
ぶた肉 はくさい さといも 27.3 g 25.5 g
厚焼たまご 油揚げ ねぎ しいたけ (しらたき) 3 g 3 g
ウインナー 牛乳 にんじん たまねぎ パン サラダ油 897 kcal 742 kcal
とり肉 ホ－ルコ－ン さつまいも 34.7 g 28.8 g

きゅうり 38.8 g 29.4 g
キャベツ 4.0 g 3.2 g

ぶた肉 牛乳 にんじん ごぼう こめ サラダ油 864 kcal 791 kcal
みそ ひじき いんげん しょうが (こんにゃく) 純ごま油 31.1 g 28.7 g
油揚げ きゅうり もやし さとう 27.0 g 25.1 g
かつお節 豆腐 ねぎ だいこん 3.1 g 2.8 g
ぶた肉 牛乳 にんじん きゅうり こめ サラダ油 814 kcal 711 kcal
卵 みつば きくらげ でん粉 28.1 g 25.3 g

ピ―マン たけのこ さとう 22.8 g 21.3 g
だいこん キャベツ 2.4 g 2.2 g

とり肉 牛乳 ほうれん草 しょうが こめ 油 851 kcal 784 kcal
油揚げ わかめ ホ－ルコ－ン もやし さとう ごま 33.3 g 30.6 g
みそ にんじん キャベツ 19.6 g 18.4 g

たまねぎ 3.2 g 2.9 g
とり肉 牛乳 にんじん だいこん 米パン サラダ油 909 kcal 723 kcal
かつお節 のり ほうれん草 ごぼう さといも ごま 38.8 g 30.9 g
豆腐 ねぎ さとう 31.4 g 26.4 g
ちくわ キャベツ もやし 小麦粉 うどん 4.6 g 3.7 g
油揚げ わかめ ブロッコリー カリフラワー こめ ごま 835 kcal 751 kcal
野菜肉団子 牛乳 にんじん ホ－ルコ－ン じゃがいも サラダ油 24.1 g 21.6 g
みそ はくさい パン粉 24.3 g 21.5 g

ねぎ 4.3 g 3.9 g
とり肉 ひじき にんじん むき枝豆 こめ サラダ油 844 kcal 733 kcal
油揚げ 牛乳 こまつな ねぎ さとう 30.5 g 25.9 g
ハム パン粉 22.5 g 20.0 g
みそ 4.7 g 4.0 g
ウインナー 牛乳 ブロッコリー たまねぎ こめ サラダ油 897 kcal 802 kcal
とり肉 にんじん キャベツ ハロウィン 27.4 g 24.3 g
ベ―コン ほうれん草 ホ－ルコ－ン 33.6 g 29.4 g
卵 グリンピース はくさい 3.5 g 3.0 g
かつお節 牛乳 にんじん はくさい こめ サラダ油 1009 kcal 894 kcal

むき枝豆 たまねぎ さつまいも ごま 31.0 g 27.0 g
だいこん えのきたけ さとう 26.6 g 22.9 g
エリンギ とうもろこし 3.2 g 2.7 g

１０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) 脂質(ｇ)
塩分(ｇ) 塩分(ｇ)

1 (月)
ご飯　牛乳　豚肉とキャベツの味噌炒め
ピリ辛あえ　とうもろこしスープ

2 (火)
ご飯　牛乳　焼き魚（文化さば）
変わりきんぴら　みそ汁

3 (水)
ご飯　牛乳　麻婆豆腐
揚げぎょうざ　ナムル

4 (木)
メンチカツバーガー　牛乳　野菜ソテー
白菜のクリームスープ　みかんゼリー

5 (金)
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

9 (火)
【目の愛護デー献立】ご飯　牛乳　焼き鳥風
煮　もずくスープ　ブルーベリーゼリー

10 (水)
ご飯　牛乳　鮭の紅葉焼き　おひたし
豆腐団子汁

11 (木)
【はと麦を使った献立】揚げ米パン　牛乳
はと麦入りミネストローネ　ゆで野菜サラダ

12 (金)
【地場産の日】ふゆみずたんぼ米ごはん　牛乳　小
山の納豆　おとんとなすのみそ炒め　かきたま汁

15 (月)
ビビンバ丼　牛乳
フォー・ガー　チョコシュー

16 (火)
親子丼　牛乳　切り干し大根のあえ物
根菜汁

17 (水)
ご飯　牛乳　豚すき焼き
とちまる厚焼き卵　みそ汁

18 (木)
ホットドック　牛乳　さつまいものシチュー
ゆで野菜サラダ

19 (金)
【十三夜献立】ご飯　牛乳　おとんの甘辛煮
ひじきのサラダ　けんちん汁

23 (火)
ご飯　牛乳　豚肉とピーマンの千切り炒め
サンラーツァイ　中国風卵スープ　杏仁豆腐

24 (水)
三色丼　牛乳　キャベツと油揚げのみそ汁
巨峰ゼリー

25 (木)
米パン　牛乳　けんちんうどん
磯辺揚げ　ほうれん草のごま和え

26 (金)
わかめご飯　牛乳　コロッケ
サラダ　白菜のみそ汁

29 (月)
ひじきご飯、牛乳、ハムカツ
ゆでキャベツ　厚揚げのみそ汁 ７～９年 857.0

平均栄養価 エネルギー(kcal) たんぱく質(g) 脂質(g) 塩分(g)

31.68 26.02 3.32

５・６年 746.3 27.84 23.09 2.88

30 (火)
【ハロウィンメニュー】ピラフ　牛乳　オムレツ
ゆで野菜サラダ　白菜スープ　デザート ※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 (水)
ご飯　牛乳　大学芋　すりながし
ハンバーグ和風きのこｿｰｽ

お米ウィークは、
米飯と米パンが主食の

献立です。この機会に
地産地消の意義や食生活の
あり方、そして、米を中心
とする「日本型食生活」
の良さを見直して
みましょう！

給食の米は、小山市

でとれる「コシヒカリ」

の一等米を使用しています。

また、米パンも小山市で

とれる「あさひの夢」

という品種を米粉に

して作っています。

メダカと仲
間！

ダツ目の魚で、
トビウオ、サヨ
リ、川のメダカ
も仲間に入りま
す。口先と尾が
黄色いものが成
熟しておいしい
といわれます。

三馬、秋刀魚・・・

サンマは古くは「サイラ（佐
伊羅魚）」「サマナ（狭真
魚〉」「サンマ（青串魚）」な
どと読み書きされていました。
明治時代、夏目漱石は『吾輩は
猫である』の中で「三馬」と記
し、大正時代、詩人の佐藤春夫
は「秋に獲れる刀のような魚」
の意味で「秋刀魚」の字を当て
ました。


