
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)
モロ 牛乳 にんじん キャベツ こめ サラダ油 857 kcal 736 kcal
とり肉 いんげん ごぼう さといも 31.6 g 27.4 g
なると たけのこ もち 20.5 g 22.0 g
かつお節 だいこん ねぎ さとう (こんにゃく) 4.0 g 4.0 g
ぶた肉 牛乳 にんじん しょうが こめ サラダ油 841 kcal 703 kcal
卵 ピ―マン たまねぎ でん粉 30.3 g 25.7 g

たけのこ しいたけ さとう 23.4 g 24.5 g
とうもろこし だいこん はと麦 3.9 g 3.9 g

ぶた肉 牛乳 にんじん キャベツ 米粉パン サラダ油 879 kcal 839 kcal
ベーコン あおのり しょうが 中華めん 34.6 g 33.1 g
とうふ もずく みかん じゃがいも 29.9 g 29.9 g

ねぎ 4.5 g 4.5 g
かつお節 牛乳 にんじん はくさい こめ サラダ油 727 kcal 632 kcal
とうふ チ－ズ キャベツ 米粉 24.6 g 22.2 g
かつお節 だいこん さといも 20.0 g 21.8 g
油揚げ ごぼう ねぎ (こんにゃく) ゼリー 1.8 g 1.8 g
ぶた肉 牛乳 にんじん にんにく むぎ サラダ油 899 kcal 829 kcal

ヨーグルト たまねぎ じゃがいも ごま 26.9 g 25.2 g
こんぶ キャベツ こめ 25.1 g 25.6 g

4.1 g 4.1 g
うずら卵 牛乳 にんじん たまねぎ こめ サラダ油 877 kcal 757 kcal
とり肉 ほうれんそう レモン汁 はるさめ 32.5 g 28.8 g

ピ―マン でん粉 26.7 g 28.4 g
さとう 3.4 g 3.4 g

まぐろツナ 牛乳 にんじん しょうが こめ サラダ油 771 kcal 658 kcal
油揚げ こまつな だいこん (しらたき) ごま 28.6 g 25.4 g

枝豆 もやし さとう 24.5 g 26.3 g
ねぎ ごぼう さといも 3.3 g 3.3 g

ベーコン 牛乳 にんじん たまねぎ 米粉パン サラダ油 807 kcal 769 kcal
シーフード わかめ むき枝豆 だいこん スパゲティー 34.1 g 32.4 g
とり肉 こんぶ とうもろこし きゅうり 米粉 27.0 g 27.3 g

セロリ― キャベツ 3.8 g 3.8 g
なっとう 牛乳 にんじん ごぼう こめ サラダ油 805 kcal 697 kcal
ぶた肉 わかめ ほうれんそう だいこん さとう 36.8 g 32.7 g
とうふ もみのり いんげん しいたけ 22.3 g 23.9 g
みそ ねぎ もやし 3.4 g 3.4 g
さけ 牛乳 だいこん葉 だいこん こめ ごま 789 kcal 729 kcal
とり肉 のり にんじん きゅうり 小麦粉 35.2 g 33.2 g
かつお節 ほうれんそう ねぎ 米粉 19.9 g 20.8 g

2.2 g 2.2 g
とり肉 牛乳 にんじん しょうが こめ サラダ油 897 kcal 737 kcal
とうふ わかめ キャベツ 米粉 純ごま油 31.3 g 26.5 g

もやし さとう マヨネーズ 31.3 g 34.2 g
たまねぎ きゅうり ごま はるさめ 2.6 g 2.6 g

なっとう 牛乳 にんじん たくあん こめ マヨネーズ 885 kcal 814 kcal
まぐろツナ のり ほうれん草 たまねぎ さとう サラダ油 33.5 g 31.4 g
いか わかめ こまつな きゅうり でん粉 ごま 31.2 g 31.5 g
卵 かつお節 4.1 g 4.1 g
ぶた肉 牛乳 にんじん たまねぎ パン サラダ油 877 kcal 789 kcal

キャベツ スパゲティ 32.3 g 29.0 g
きゅうり さとう 22.4 g 23.0 g

じゃがいも ゼリー 2.8 g 2.8 g
シルバー 牛乳 にんじん しょうが こめ サラダ油 841 kcal 688 kcal
ベーコン ピ―マン たまねぎ でん粉 純ごま油 33.6 g 28.4 g
卵 チンゲンツァイ もやし さとう 27.1 g 29.5 g
むきえび ほうれん草 3.4 g 3.4 g
油揚げ ひじき にんじん はくさい こめ ごま 741 kcal 617 kcal
たまご焼き 牛乳 むき枝豆 ねぎ さとう 26.1 g 22.3 g
みそ こまつな じゃがいも 20.2 g 22.3 g

みかん 4.2 g 4.2 g
さつま揚げ 牛乳 にんじん ごぼう こめ サラダ油 822 kcal 725 kcal
ぶた肉 ししゃも だいこん ヤーコン ごま 29.9 g 28.3 g
とうふ ねぎ さとう 24.5 g 26.6 g
みそ じゃがいも (こんにゃく) 2.8 g 2.8 g
ぶた肉 牛乳 小松菜 もやし こめ サラダ油 777 kcal 722 kcal
みそ にんじん キャベツ さとう 純ごま油 23.9 g 22.4 g
はるまき ねぎ ごま 25.4 g 26.1 g
とうふ 3.3 g 3.3 g
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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)

9 (火)
菜めし　牛乳　お煮しめ　雑煮
モロフライ　ゆでキャベツ

10 (水)
ご飯　牛乳　酢豚　大根ピリ辛あえ
はと麦入りとうもろこしスープ

11 (木)
米パン　牛乳　ｼﾞｬｶﾞｲﾓ入り焼きそば
もずくスープ　みかん

12 (金)
ご飯　牛乳　ホンモロコのチーズ揚げ
お浸し　けんちん汁　りんごゼリー

15 (月)
ポークカレー（麦ごはん）　牛乳　福神漬
かりかりじゃこのサラダ　ヨーグルト

16 (火)
ご飯　のり香味　牛乳
揚げ鶏のレモンソース仕立て　春雨のスープ

17 (水)
お魚丼　牛乳　からし和え
のっぺい汁

18 (木)
米パン　牛乳　クリームスパゲティ
海草サラダ　ジュリエンヌスープ

19 (金)
ご飯　牛乳　納豆　豚肉と大根の煮物
地場のりあえ　みそ汁

22 (月)
セルフおにぎり　ごま塩　牛乳　焼き魚
即席漬　すいとん

23 (火)
ご飯　牛乳　鶏肉のオーロラソースかけ
春雨サラダ　わかめスープ

24 (水)
手巻き寿司　牛乳　千草あえ
むらくも汁

25 (木)
ツイストミルクパン　牛乳　カレーあんかけ
麺（ｿﾌﾄ麺）　フレンチサラダ　ゼリー

26 (金)
ご飯　牛乳　魚の甘酢あんかけ
青梗菜のソテー　えびと卵のスープ

エネルギー(kcal)

５・６年 731.8

29 (月)
ひじきごはん　牛乳　厚焼たまご
即席漬　みそ汁　みかんゼリー

30 (火)
ご飯　牛乳　変わりきんぴら
焼きししゃも　豚汁

31 (水)
ご飯　牛乳　春巻き
小松菜のナムル　キムチスープ

※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。

平均栄養価

７～９年 828.9 30.93 24.79 3.38

27.91 26.10 3.38

たんぱく質(g) 脂質(g) 塩分(g)

１月２２日～２６日は学校給食週間です。

小山市の 中学校では、それぞれの時代ごとの給食を

を実施します。

★☆★給食週間献立★☆★

２２日（月） 昔の給食 第一弾

給食が始まった１３０年前の給食

２３日（火） 昔の給食 第二弾 昭和５０年頃

２４日（水） 昔の給食 第三段 昭和６０年頃

２５日（木） 昔の給食 第四段 昭和４０年頃

２６日（金） 友好都市「紹興市」の給食

どうぞお楽しみに♪


