
給食献立予定表　　　
エネルギー(Kcal)

たんぱく質(g)
脂質(％)

全１９回 塩分相当量(g)

いわし ぎゅうにゅう ほうれんそう はくさい こめ サラダあぶら 709
にぼし のり もやし にら さとう でんぷん 29.0
あぶらあげ みそ ごま 24.0
ふくまめ 2.3
さわら ぎゅうにゅう だいこん にんじん こめ サラダあぶら 583
さけ だいず たまねぎ かんぴょう もちごま ごま 26.8
あぶらあげ はなかつお さとう でんぷん 20.9
たまご 3.1
ちくわ ぎゅうにゅう アップルチップ キャベツ こめパン サラダあぶら 618
たまご はなかつお もやし にんじん さとう こむぎこ 27.2
のり とりにく だいこん しいたけ うどん 21.4

ねぎ 3.2
ぶたにく ぎゅうにゅう きりぼしだいこん にんじん こめ サラダあぶら 715
あぶらあげ あつやきたまご ほうれんそう もやし さとう 26.8
わかめ とうふ ねぎ ごま 27.3

3.1
ぶたにく ぎゅうにゅう たまねぎ にんじん こめ サラダあぶら 716
ワカメ コーン グリンピース おおむぎ さとう 21.8

キャベツ じゃがいも 20.1
レモンゼリー 2.1

ハンバーグ ぎゅうにゅう たまねぎ しめじ こめパン サラダあぶら 691
ぶたにく なまクリーム パセリ にんじん 26.4
だいず ケチャップ キャベツ さとう 20.2

ブロッコリー コーン 3.1
ぶたにく ぎゅうにゅう にんじん はくさいキムチ こめ サラダあぶら 648
ギョーザ わかめ ねぎ だいこん さとう ごま 18.9
ベーコン はくさい ほうれんそう 22.6

3.2
なっとう ぎゅうにゅう にんじん たまねぎ こめ サラダあぶら 730
ぶたにく はなかつお グリンピース ほうれんそう さとう じゃがいも 26.1
ゆば たまご しらたき 19.6

2.1
コロッケ ぎゅうにゅう キャベツ もやし コッペパン サラダあぶら 638
にぼし ぶたにく コーン にんじん さとう いちごジャム 25.1
みそ だいこん はくさい こんにゃく かぼちゃ 22.7

ねぎ ほうとう 3.1
ぶたにく ぎゅうにゅう にんじん キャベツ こめパン サラダあぶら 662
のり すいぎょうざ しいたけ はくさい さとう めん 26.7

にら みかん 22.0
3.2

ぶたにく ぎゅうにゅう ねぎ にんじん こめ サラダあぶら 656
とうふ みそ たまねぎ エリンギ でんぷん さとう 24.9
えびしゅうまい グリンピース ほうれんそう はるさめ 16.4

2.6
おとん ぎゅうにゅう たまねぎ にら こめ サラダあぶら 696
あぶらあげ にぼし ごぼう にんじん さといも さとう 27.6
とうふ みそ だいこん ねぎ こんにゃく ごま 22.2

かんぴょう こまつな　コーン 3.3
いなだ ぎゅうにゅう れんこん にんじん こめ サラダあぶら 677
あぶらあげ はなかつお はくさい ごぼう さとう ごま 26.7
とうにゅう みそ だいこん ねぎ じゃがいも こんにゃく 22.5

2.2
ぶたにく ぎゅうにゅう たまねぎ にんじん こめ サラダあぶら 725
かいそうミックス だっしふんにゅう ふくじんづけ キャベツ さとう おおむぎ 22.1

ヨーグルト コーン じゃがいも 18.6
2.6

ベーコン ぎゅうにゅう たまねぎ にんじん コッペパン サラダあぶら 653
オムレツ セロリ かんぴょう さとう チョコクリーム 22.3

パセリ ブロッコリー じゃがいも はとむぎ 27.7
カリフラワー マヨネーズ 3.0

ぶたにく ぎゅうにゅう ほうれんそう もやし こめ サラダあぶら 651
とうふ たまご コーン にんじん さとう ごま 26.0

しいたけ きくらげ バター でんぷん 19.1
にら 3.2

モロ ぎゅうにゅう きりぼしだいこん にんじん こめ サラダあぶら 667
にぼし みそ きゅうり たまねぎ さとう こめこ 25.3

こまつな ねぎ じゃがいも 17.0
2.4

はなかつお ぎゅうにゅう にんじん だいこん こめ サラダあぶら 600
かいせんボール こんぶ ほうれんそう はくさい さとう ごま 22.8
ちくわ さつまあげ じゃがいも こんにゃく 13.9

3.1
ぶたにく ぎゅうにゅう にんじん はくさい こめ サラダあぶら 639
イカ ベーコン たけのこ チンゲンサイ でんぷん さとう 26.6
たまご きくらげ しめじ おおむぎ 17.4

えのき　たまねぎ しいたけ 2.5

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１４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

3 月
【節分献立】
ごはん　牛乳　いわしの蒲焼き
のりあえ　にらのみそ汁　福豆

節分献立

4 火
【初午献立】
赤飯　牛乳　サワラのねぎみそ焼き
しもつかれ　かんぴょうの卵とじ

初午献立

5 水
アップル米パン　牛乳　竹輪の磯辺揚げ
煮込みうどん　おかか炒め

6 木
セルフビビンバ丼　牛乳
わかめスープ　ひじき入り厚焼きたまご

7 金
ハヤシライス(麦ごはん)　牛乳　和風サラダ
つぶつぶレモンゼリー

10 月
米パン　牛乳　ハンバーグデミグラスソース
ゆで野菜サラダ　ポークビーンズ

６年４組　湧井梨央さん
が考えた献立です

12 水
キムチチャーハン　牛乳　揚げギョウザ
大根サラダ　白菜スープ

13 木
ごはん　牛乳　小山市産納豆
肉じゃが　ゆばたま汁

14 金
コッペパン　栃木県産とちおとめいちごジャム　牛乳
★ほうとう　ハートのコロッケ　こんにゃくサラダ

山梨県郷土料理

17 月
米パン　牛乳　焼きそば
ぎょうざスープ　みかん

６年１組　押坂心裕さん
が考えた献立です

18 火
ごはん　牛乳　麻婆豆腐
春雨スープ　エビシューマイ

６年１組　小林祐太さん
が考えた献立です

19 水
【地場産物の日】
ごはん　牛乳　豚肉の生姜焼き
かんぴょうのごまみそあえ　けんちん汁

地場産物の日

20 木
ラムサールふゆみずたんぼ米　牛乳　れんこんのきんぴら
イナダのバンバン焼き　豆乳仕立ての野菜汁

ラムサール米使用

21 金
カレーライス(麦ごはん)　福神漬け　牛乳
大根サラダ　栃木県産生乳仕立てヨーグルト

24 月
コッペパン　チョコクリーム　牛乳　トマトオムレツ
はと麦入りミネストローネ　花野菜サラダ

はと麦使用献立

25 火
セルフ三色丼　牛乳
豆腐と野菜のスープ　りんご

26 水
ごはん　牛乳　モロのケチャップソースかけ
みそ汁　切り干し大根のあえもの

27 木
菜めし　牛乳　おでん
ごまあえ

28 金
セルフ中華丼(麦ごはん)　牛乳
きのこスープ　アセロラゼリー

②月 

栄養価は中学年の数値を表しています。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。 

 ２月の給食目標 

    楽しく会食しよう 

     

 朝晩の冷え込みが一段と厳しくなりました。朝、ふとんやベッドから出るの

がつらいという人も多いのではないでしょうか…。そんなときこそ、気合いを

いれて起き上がり、まずは朝ごはんをしっかり食べましょう。朝ごはんを食べ

ることで、寝ているときに下がっていた体温が上がり、体がポカポカしてきま

す。 


