
給食献立予定表　　　
エネルギー(Kcal)

たんぱく質(g)
脂質(g)

全20回 塩分相当量(g)

とりにく ぎゅうにゅう アスパラガス レモン　レタス こめパン サラダあぶら 563
ベーコン にんにく でんぷん ごまあぶら 26.3
たまご キャベツ さとう 27.4

とうもろこし 2.8

あぶらあげ ぎゅうにゅう にんじん きりぼしだいこん こめ　さとう サラダあぶら 609
きびなご こまつな きゅうり おおむぎ ごま 19.3
のり ねぎ でんぷん 16.5

たまねぎ こめこ 2.1
ぶたにく ぎゅうにゅう にんじん にんにく ナン サラダあぶら 717
ベーコン キャベツ しょうが じゃがいも カレールウ 27.1

とうもろこし たまねぎ 23.5
プルーン　レモン 3.7

とりにく ぎゅうにゅう にんじん たまねぎ こめ サラダあぶら 688
ぶたにく あおのり チンゲンサイ マッシュルーム さとう 22.6
あぶらあげ ねぎ じゃがいも 18.6

3.0
あじ ぎゅうにゅう にんじん にんにく こめ サラダあぶら 674
ぶたにく こまつな しょうが さとう ごまあぶら 30.1
たまご ごぼう こんにゃく ごま 20.3

しいたけ でんぷん 2.2
とりにく ぎゅうにゅう にんじん たまねぎ こめ サラダあぶら 633
たまご アスパラガス マッシュルーム じゃがいも 25.7

えだまめ　だいこん とうもろこし　ねぎ 19.0
かんぴょう キャベツ　えのきたけ 2.7

とりにく ぎゅうにゅう にんじん たまねぎ こめ　さとう サラダあぶら 651
うずらたまご こんぶ さやえんどう きゅうり じゃがいも ごまあぶら 21.2

チンゲンサイ キャベツ しらたき ごま 15.1
しょうが はるさめ 2.2

ぶたにく ぎゅうにゅう ピーマン　にんじん ごぼう　たまねぎ こめ サラダあぶら 712
たまご チンゲンサイ にんにく さとう 29.2
だいず とうもろこし しょうが でんぷん 20.6

しいたけ たけのこ こむぎこ 2.8
とりにく ぎゅうにゅう にんじん ごぼう　しめじ こめ サラダあぶら 674
あぶらあげ こまつな かんぴょう さとう ごまあぶら 25.6
あゆ しいたけ 22.0
ゆば キャベツ　いちご 2.1
とりにく ぎゅうにゅう にんじん しょうが コッペパン サラダあぶら 658

ベーコン パセリ にんにく こめこ タルタルソース 29.1

かんぴょう たまねぎ　きゅうり じゃがいも 26.5

とうもろこし セロリ　キャベツ はとむぎ 3.1
ベーコン ぎゅうにゅう にんじん たまねぎ こめ サラダあぶら 586
ぶたにく にら キャベツ こむぎこ ごまあぶら 20.5
たまご チンゲンサイ きゅうり さとう ごま 20.1

しいたけ たけのこ でんぷん 2.8
とりにく ぎゅうにゅう ほうれんそう しょうが こめ ごま 627
とうふ わかめ にんじん もやし さとう バター 24.2

とうもろこし 18.0
ねぎ 2.4

ぶたにく ぎゅうにゅう こまつな しょうが こめ サラダあぶら 690
たまご にんじん ごぼう こめこ ごま 26.1

トマト もやし さとう ごまあぶら 20.4
にら しいたけ でんぷん 2.3

ぶたにく ぎゅうにゅう にんじん にんにく こめ サラダあぶら 693
だっしふんにゅう チンゲンサイ たまねぎ おおむぎ カレールウ 21.5

ふくじんづけ じゃがいも ごまあぶら 18.8
もやし さとう 2.4

ぶたにく ぎゅうにゅう にんじん にんにく こめパン サラダあぶら 697
ベーコン こなチーズ トマトピューレ しょうが スパゲティ 29.0

ヨーグルト とうもろこし たまねぎ じゃがいも 24.6
キャベツ 2.8

とりにく ぎゅうにゅう にんじん まぐろ こめ サラダあぶら 648
あぶらあげ ほうれんそう えだまめ しらたき ごま 24.2

もやし さとう 20.3
ねぎ じゃがいも 2.3

とりにく ぎゅうにゅう チンゲンサイ もやし こめ サラダあぶら 696
とうふ にんじん えのきたけ でんぷん 28.3
たまご こまつな たまねぎ さとう 21.7

2.4
さば ぎゅうにゅう こまつな ねぎ こめ ごまあぶら 594

のり にんじん にんにく さとう 25.0
わかめ しょうが じゃがいも 15.6

もやし 2.0
ぶたにく ぎゅうにゅう にんじん たけのこ こめ サラダあぶら 660
いか わかめ チンゲンサイ キャベツ でんぷん ごまあぶら 24.5
とうふ きくらげ こむぎこ ごま 20.8

ねぎ 2.7
ぶたにく ぎゅうにゅう にんじん たまねぎ こめパン ココア 646
だいず トマトピューレ とうもろこし じゃがいも サラダあぶら 23.7

かんぴょう さとう 30.2
オレンジ こんにゃく 1.8

　

６月
小山市立小山城南小学校

日 曜 献 立 名 主 な 材 料
行事・その他あ か み ど り き い ろ

（ごはん１5回　パン5回）　 血 や 肉 に な る 体 の 調 子 を 整 え る 熱 や 力 に な る

1 金
米パン　牛乳　鶏肉のレモン煮
アスパラとコーンのソテー　レタスと卵のスープ

6 水
ナン　牛乳　キーマカレー　野菜スープ
レモンゼリー

4 月 運動会振替休日

5 火
五穀ごはん　ふりかけ　牛乳　きびなごフライ（２本）
切干大根のはりはり漬け　みそ汁

12 火
ごはん　牛乳　じゃがいものそぼろ煮　きゅうりの中華漬け
春雨スープ　カミカミ昆布

13 水
ごはん　牛乳　ポークしゅうまい（２こ）
チンジャオロースー　とうもろこしスープ　かみかみ大豆

11 月
チキンライス　牛乳　オムレツ
かんぴょう入りサラダ　じゃがいものすり流しスープ

歯と口の健康週間
（１５日まで）

8 金
ごはん　はと麦茶　あじの一味焼き　変わりきんぴら
かきたま汁　　　　※牛乳は業間時にでます

おやま わ食の日
３年生社会科見学

7 木
ごはん　牛乳　ハンバーグ和風ソースかけ　こふきいも
チンゲン菜と油揚げのみそ汁

18 月
チャーハン　牛乳　揚げ餃子（２こ）
きゅうりのスタミナ漬け　中華風かきたま汁

19 火
三色丼（とりそぼろ　ごまあえ　コーンソテー）　牛乳
豆腐とわかめのみそ汁

14 木
五目ごはん　牛乳　稚鮎フライ　ゆでキャベツ（ソース）
ゆばのすまし汁　県民の日いちごゼリー

県民の日献立

15 金
チキン竜田サンド（丸コッペパン　チキン竜田
ノンエッグタルタルソース）　牛乳　ゆで野菜
はとむぎ入りミネストローネ

はとむぎ献立

22 金
米パン　牛乳　スパゲティミートソース
角切り野菜スープ　ヨーグルト

オープンスクール

20 水
ふゆみずたんぼ米のごはん　牛乳
豚肉とごぼうのかりん揚げ　おひたし　トマトと卵のスープ

地場産物の日
オープンスクール

21 木
麦ごはん　牛乳　ポークカレー　福神漬
もやしのナムル

27 水
ごはん　牛乳　さばのスタミナ焼　のりあえ
じゃがいものみそ汁

28 木
中華丼（ごはん　中華丼の具）　牛乳　春巻　わかめスープ
チョコタルト（4・5・6月誕生児童のみ/栄養価は含みません）

お誕生日デザート
（4.5.6月誕生児童）

25 月
おさかな丼（ごはん　おさかな丼の具）　牛乳
ごまあえ　具だくさんみそ汁

26 火
ごはん　牛乳　チキン南蛮　チンゲン菜ソテー
豆腐とえのきのスープ
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29 金
ココア揚げ米パン　牛乳　ポークビーンズ
こんにゃくサラダ　かんぴょう入りオレンジゼリー

※食材の変動により、献立を変更することがあります。ご了承ください。 ※小学校中学年１人１回あたりの学校栄養摂取基準　エネルギー６４０kcal　たんぱく質２４ｇ　脂質１９．６ｇ

６月の給食目標

衛生に気をつけよう！

５月給食食材の放射性物質測定結果について

５月１８日（金）使用の小松菜（栃木県産） ５月２３日（水）使用のじゃがいも（長崎県産）

すべての食材で、放射性ヨウ素・放射性セシウムともに定量下限値（２５Bq/kg）未満でした。


