
給食献立予定表　　　
エネルギー(Kcal)

たんぱく質(g)
脂質(％)

全１５回 塩分相当量(g)
ベーコン ぎゅうにゅう たまねぎ パセリ パン サラダあぶら 641
えびボール チーズ にんじん もやし さとう マーガリン 21.7

しいたけ キャベツ じゃがいも コーン 25.6
こまつな ゼリー 3.0

ひじき ぎゅうにゅう にんじん しいたけ こめ サラダあぶら 591
えだまめ 油揚げ キャベツ もやし さとう ごま 28.3
たら かつおぶし えのき うど でんぷん 17.9
たまご さやえんどう 2.7
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 600
なっとう にぼし きぬさや ねぎ さとう じゃがいも 21.3
とうふ わかめ しらたき 13.7
みそ 2.5
ベーコン ぎゅうにゅう にんじん たまねぎ こめパン サラダあぶら 632

こなチーズ マッシュルーム ピーマン さとう スパゲティ 25.7
キャベツ じゃがいも コーン 18.0

ゼリー 3.0
とりにく ぎゅうにゅう ほうれんそう もやし こめ サラダあぶら 627
にぼし あぶらあげ ごぼう にんじん ごま さとう 26.7
とうふ みそ だいこん ねぎ マーガリン さといも 16.8

こんにゃく 2.5
ぶたにく ぎゅうにゅう にんじん しいたけ こめ サラダあぶら 658
とうふ ベーコン もやし ニラ さとう はとむぎ 25.2
たまご レタス こまつな ゼリー 19.5

ねぎ 2.1
きんめだい ぎゅうにゅう ニラ かんぴょう こめ サラダあぶら 589
にぼし みそ こまつな にんじん さとう ごま 24.1

たまねぎ きぬさや じゃがいも 13.2
3.1

ぎょうざ ぎゅうにゅう ねぎ たまねぎ こめ サラダあぶら 764
ぶたにく あかみそ にんじん エリンギ さとう ごま 27.0
とうふ グリンピース もやし おおむぎ でんぷん 25.4

こまつな ごま 2.1
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 585
のり ベーコン たまねぎ きくらげ さとう めん 25.3

しいたけ もやし 17.7
チンゲンサイ 3.1

おとん ぎゅうにゅう にんじん たまねぎ こめ サラダあぶら 587
にぼし みそ しいたけ ごぼう さとう ごま 23.6

かぶ かぶのは 13.8
もやし ニラ　ねぎ 2.5

やしおマス 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 661
あぶらあげ とうふ しいたけ きくらげ さとう おおむぎ 27.2
たまご えのき にら でんぷん 18.0

3.0
いりだいず ぎゅうにゅう こまつな しめじ こめ サラダあぶら 623
とりにく じゃこ キャベツ ニラ さとう ごま 28.9
にぼし あぶらあげ 17.8
みそ 2.5
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 699
ヨーグルト だっしふんにゅう ふくじんづけ キャベツ おおむぎ さとう 20.8

もやし じゃがいも コーン 15.7
こんにゃく 2.6

オムレツ ぎゅうにゅう たまねぎ にんじん こめパン サラダあぶら 626
とりにく ビーンズピューレ マッシュルーム グリンピース バター さとう 27.7
チーズ キャベツ もやし こめこ マカロニ 27.2

コーン 2.6
さけ ぎゅうにゅう こまつな にんじん こめ サラダあぶら 603
じゃこ とりにく たけのこ きぬさや さとう ごま 29.4
はなかつお たまご えのき かんぴょう こんにゃく でんぷん 13.3

ニラ 2.1

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１１回　パン４回）　 血 や 肉 に な る 体 の 調 子 を 整 え る 熱 や 力 に な る

9 水
白いんげんロール　牛乳　ポテトのチーズ煮
エビボール入りスープ　アセロラゼリー

入学式

10 木
ひじきごはん　牛乳　銀タラの西京焼き
おひたし　うどの卵とじ

11 金
ごはん　牛乳　じゃがいものそぼろ煮
豆腐とわかめのみそ汁　小山市産納豆

14 月
米パン　牛乳　スパゲティナポリタン
角切り野菜スープ　お祝いゼリー

１年生給食開始

15 火
セルフ三色丼　牛乳
味噌けんちん汁

16 水
【地場産物の日】
ごはん　牛乳　豚肉とにらのチャンプルー
はと麦入りレタスのスープ　かんぴょう入りオレンジゼリー

地場産物の日

17 木
にらごはん　牛乳　金目鯛の塩麹焼き
かんぴょうのごまあえ　みそ汁

18 金
麦ごはん　牛乳　マーボー豆腐
揚げギョウザ　もやしのナムル

21 月
米パン　牛乳　焼きそば
五目スープ

ごはん　牛乳　八汐マスのみそ焼き
切り干し大根の煮物　豆腐と野菜のスープ

25 金
カレーごはん(麦)　牛乳　こんにゃくサラダ
栃木県産ヨーグルト

28 月
米パン　牛乳　ほうれん草入りオムレツ
鶏肉と野菜のクリーム煮　ゆで野菜サラダ

30 水
鮭ごはん　牛乳　たけのこのおかか煮
かんぴょうの卵とじ　オレンジゼリー

22 火
豚丼　牛乳　かぶのあちゃら漬け
もやしのみそ汁

24 木
【三重県郷土料理】
さぶらぎごはん　牛乳　鶏肉のごまだれ焼き
小松菜とじゃこの炒め物　みそ汁

三重県郷土料理

23 水

④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。 

入学・進級おめでとうございます！ 
 色とりどりの花が咲きほこる中、元気いっぱいの新入生を迎え、新年度の

学校生活がスタートしました！みなさん、期待に胸をふくらませているので

はないでしょうか。環境が変わるこの季節は、緊張や不安から体調をくずし

やすくなるときでもあります。睡眠をしっかりとり、朝食を食べて登校するよ

うにしましょう。 

 今年度も、安全・安心でおいしい給食を提供できるよう、一同で力を合わ

せて頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。 

 ４月の給食目標 

  協力して食べよう 
     


