
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)
ます 牛乳 にんじん だいこん こめ 純ごま油 749 kcal 682 kcal
油揚げ ほうれん草 たまねぎ じゃがいも 31.4 g 28.1 g
みそ さとう 15.6 g 14.7 g

2.2 g 2.0 g
ぶた肉 牛乳 にんじん しょうが さとう サラダ油 888 kcal 812 kcal
納豆 こまつな ねぎ こめ 34.0 g 31.2 g
油揚げ だいこん 米粉 こんにゃく 27.7 g 25.7 g
みそ さつまいも むぎ 3.2 g 2.9 g
とり肉 牛乳 にんじん ねぎ こめ 純ごま油 850 kcal 777 kcal
油揚げ わかめ こまつな たまねぎ じゃがいも ごま 34.2 g 31.4 g
凍りとうふ みそ 椎茸 でん粉 22.7 g 21.2 g
かまぼこ 卵 もやし さとう 3.2 g 2.9 g
ぶた肉 牛乳 にんじん しょうが 米粉パン サラダ油 843 kcal 725 kcal

こんぶ チンゲンサイ きゅうり 中華麺 34.6 g 29.9 g
だいこん葉 はくさい さとう 21.9 g 19.3 g
だいこん もやし 3.7 g 3.2 g

ぶた肉 牛乳 にんじん にんにく こめ サラダ油 876 kcal 796 kcal
オムレツ たまねぎ むぎ 26.3 g 24.5 g

もやし じゃがいも 25.4 g 23.3 g
ホ－ルコ－ン キャベツ こんにゃく 2.8 g 2.3 g

ハンバーグ 牛乳 ほうれん草 えのきたけ こめ サラダ油 908 kcal 810 kcal
卵 たまねぎ じゃがいも 33.6 g 29.1 g
ベーコン にんにく ねぎ さとう 23.0 g 20.8 g

しょうが ホ－ルコ－ン でん粉 3.6 g 3.2 g
シュウマイ 牛乳 にんじん しょうが こめ サラダ油 853 kcal 748 kcal
とり肉 たけのこ たまねぎ さとう 純ごま油 34.6 g 29.8 g
なまあげ はくさい しいたけ でん粉 23.7 g 20.8 g
糸かまぼこ 水菜 えのきたけ 3.2 g 2.7 g
ぶた肉 牛乳 にんじん かんぴょう こめ ごま 856 kcal 688 kcal
みそ ししゃも 椎茸 ヤーコン サラダ油 29.0 g 24.0 g
油揚げ ねぎ じゃがいも 25.3 g 21.8 g

こんにゃく 2.5 g 2.3 g
豚肉 牛乳 にんじん たまねぎ パン ごま 718 kcal 617 kcal
鶏肉 加糖練乳 ほうれん草 はくさい はるさめ 純ごま油 34.7 g 30.2 g

海藻 だいこん 23.1 g 21.1 g
キャベツ ホ－ルコ－ン 4.1 g 3.6 g

焼きとうふ 牛乳 ほうれん草 たまねぎ こめ サラダ油 833 kcal 745 kcal
卵 もみのり にんじん ねぎ さとう 35.5 g 31.4 g
牛肉 にら しいたけ でん粉 23.3 g 20.7 g
糸かまぼこ かつお節 はくさい もやし しらたき 4.0 g 3.6 g
ほっけ 牛乳 にんじん ねぎ こめ サラダ油 797 kcal 726 kcal
油揚げ ひじき 里芋 36.4 g 32.8 g
豆腐 さとう 20.1 g 18.7 g
大粒大豆 みそ こんにゃく 2 g 2 g
とり肉 牛乳 にんじん しょうが こめ ごま 779 kcal 709 kcal
みそ こまつな キャベツ さとう 純ごま油 33.2 g 25.1 g
なまあげ にんにく サラダ油 23.5 g 14.0 g

だいこん もやし 2.5 g 3.8 g
ちくわ 牛乳 こまつな はくさい こめ ごま 768 kcal 782 kcal
さつまあげ こんぶ にんじん もやし さとう 27.1 g 29.7 g
かつお節 だいこん じゃがいも 14.7 g 29.6 g

みかん こんにゃく 4.2 g 2.2 g
とり肉 牛乳 にんじん にんにく 米パン サラダ油 896 kcal 749 kcal
ベーコン むき枝豆 キャベツ でん粉 39.4 g 32.9 g

かぼちゃ もやし じゃがいも 36.3 g 31.4 g
たまねぎ さとう はと麦 3.3 g 2.7 g

いか 牛乳 かぼちゃ だいこん こめ サラダ油 878 kcal 801 kcal
糸かまぼこ もみのり にんじん もやし 28.3 g 25.8 g
うずら卵 ほうれん草 27.6 g 25.2 g
かつお節 2.8 g 2.6 g
とり肉 牛乳 にんじん しょうが こめ 油 885 kcal 832 kcal
油揚げ ほうれん草 もやし じゃがいも ごま 34.2 g 31.9 g
みそ にら ホ－ルコ－ン さとう ケーキ 22.2 g 22.3 g

たまねぎ 3.4 g 3.1 g
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4群(淡色野
菜・果物)

脂質(ｇ) 脂質(ｇ)
塩分(ｇ) 塩分(ｇ)

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)

3 (月)
ご飯　牛乳　マスの塩焼き　切り干し大根の
和え物　玉ねぎとじゃがいものみそ汁

4 (火)
【米粉献立の日】
麦ご飯　牛乳　納豆　ホンモロコの唐揚げ
豚肉と大根の煮物　みそ汁

5 (水)
親子丼　牛乳　ピリ辛あえ
わかめとじゃがいものみそ汁

6 (木)
ココア揚げパン　牛乳　野菜たっぷり塩ラー
メン
大根ときゅうりの即席漬け

7 (金)
ひき肉カレー（麦ごはん）　牛乳
ハートオムレツ　こんにゃくサラダ

10 (月)
ご飯　牛乳　ハンバーグのきのこソースがけ
ジャーマンポテト　とうもろこしスープ

11 (火)
ご飯　牛乳　肉シューマイ（２個）
生揚げの中華炒め　水菜のスープ

12 (水)
ご飯　牛乳　子持ちシシャモフライ（２本）
ヤーコンのきんぴら　かんぴょうのみそ汁

13 (木)
ミルクトースト　牛乳　肉団子スープ
かりかりじゃこと大根のサラダ

14 (金)
【地場産の日】
ご飯　牛乳　小山和牛のすき焼き
のり和え　にらのかきたま汁

17 (月)
ご飯　牛乳　カレイの塩焼き
ひじきと大豆の炒め煮　具だくさんみそ汁

18 (火)
ご飯　牛乳　鶏肉の香味焼き　野菜炒め
大根と生揚げのみそ汁

脂質(g) 塩分(g)

20 (木)
【はと麦献立】
パンプキン米パン　牛乳　フライドチキン
ゆで野菜　はと麦ヘルシー野菜シチュー

７～９年 836.1 32.91 23.51 3.19

19 (水)
菜めし　牛乳　白菜のごま和え
おでん　みかん

平均栄養価 エネルギー(kcal) たんぱく質(g)

21.91 2.83

21 (金)
【冬至メニュー】
天丼（いか・南瓜）　牛乳　磯香あえ　すま
し汁 ※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。

25 (火)
【クリスマスメニュー】
三色丼（鶏そぼろ、お浸し、コーン）　牛乳
みそ汁　クリスマスデザート

５・６年 749.9 29.24


