
給食献立予定表　　　
エネルギー(Kcal)

たんぱく質(g)
脂質(％)

全２０回 塩分相当量(g)

ぶたにく ぎゅうにゅう にんじん キャベツ こめ サラダあぶら 655
あかみそ はるまき ピーマン たまねぎ さとう コーン 23.4
たまご ねぎ こまつな でんぷん 20.2

2.5
とりにく ぎゅうにゅう にんじん しいたけ こめ サラダあぶら 672
ぶり こんぶ たけのこ キャベツ さとう 28.9
はなかつお みそ きゅうり わかめ 17.8
ゆば ねぎ 2.7
さけ ぎゅうにゅう パセリ たまねぎ こめパン サラダあぶら 614
ベーコン チーズ キャベツ きゅうり さとう マヨネーズ 28.0

にんじん セロリ コーン じゃがいも 16.0
パセリ おおむぎ 2.9

おやまわぎゅう ぎゅうにゅう たまねぎ きぬさや こめパン サラダあぶら 642
あぶらあげ わかめ こまつな にんじん さとう ごま 26.1
みそ もやし しいたけ じゃがいも まっちゃまんじゅう 20.1

かんぴょう ねぎ 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 729
だいず とりにく プルーン ピーマン おおむぎ さとう 25.3
はなかつお みそ だいこん ねぎ バター じゃがいも 19.2

もずく こんにゃく 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 732
のり ベーコン たまねぎ パセリ さとう めん　コーン 28.3
たまご チーズ はとむぎ じゃがいも 24.5
にぼし アーモンド パンこ　ごま 2.9
モロ ぎゅうにゅう ほうれんそう ごぼう こめ サラダあぶら 596
あかみそ のり もやし にんじん さとう でんぷん 26.3
にぼし みそ だいこん ねぎ さといも ごま 15.4

2.0
コロッケ 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 639
あぶらあげ はなかつお しいたけ にら さとう でんぷん 26.6

たまご かんぴょう 17.4
2.5

ひじき ぎゅうにゅう にんじん しいたけ こめパン サラダあぶら 682
あぶらあげ えだまめ キャベツ ほうれんそう さとう こむぎこ 28.5
あじ たまご パンこ 22.9
はんぺんあられ ゆば 2.6
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 683
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 20.6

ヨーグルト じゃがいも コーン 16.0
2.9

まぐろツナ ぎゅうにゅう にんじん パセリ コッペパン サラダあぶら 615
ベーコン たまねぎ えのき さとう コーン 23.5

チンゲンサイ バター じゃがいも 26.6
3.0

とりにく ぎゅうにゅう にんじん きゅうり こめ サラダあぶら 621
ベーコン さざなみちらし もやし たまねぎ さとう こめこ 27.5

たけのこ しいたけ はるさめ 16.2
チンゲンサイ 2.4

ぶたにく ぎゅうにゅう にんじん たまねぎ こめ サラダあぶら 682
にぼし なっとう グリンピース しいたけ じゃがいも さとう 25.2
あぶらあげ とうふ キャベツ しらたき 15.8
みそ 2.4
ぶたにく ぎゅうにゅう ねぎ たまねぎ こめ サラダあぶら 677
あかみそ とうふ エリンギ グリンピース でんぷん さとう 28.3
たまご ぎょうざ にんじん しいたけ 18.6

にら 2.4
かつお ぎゅうにゅう たまねぎ ピーマン こめ サラダあぶら 617
にぼし みそ パプリカ だいこん でんぷん さとう 26.9

にんじん ねぎ じゃがいも 12.3
さくらんぼゼリー 2.2

グラタン ぎゅうにゅう たまねぎ にんじん こめパン サラダあぶら 578
ベーコン えだまめ キャベツ セロリ さとう 26.2

パイン 22.1
2.6

まだい ぎゅうにゅう ほうれんそう もやし こめ サラダあぶら 625
にぼし ごま たまねぎ にんじん ごま さとう 24.6
みそ わかめ ねぎ じゃがいも 14.4

2.8
ハンバーグ ぎゅうにゅう たまねぎ にんじん こめ サラダあぶら 638
のり ベーコン マッシュルーム キャベツ じゃがいも さとう 26.5

ごま コーン 14.0
3.1

じゃこ ぎゅうにゅう にんじん きぬさや こめ サラダあぶら 591
ごま はなかつお にら じゃがいも さとう 25.9
イカ にぼし こんにゃく 11.8
とうふ みそ 2.7
サラミ ぎゅうにゅう たまねぎ しめじ パン サラダあぶら 627
チーズ ぶたにく ピーマン しいたけ さとう コーン 28.2

ヨーグルト にんじん もやし　パイン ワンタン 22.0
にら　ねぎ みかん　もも 3.0

木

20 火

16 金

小山市立小山城南小学校

日 曜 献 立 名 主 な 材 料

血 や 肉 に な る 体 の 調 子 を 整 え る 熱 や 力 に な る
み ど り き い ろ 行事・その他あ か

22

（ごはん１５回　パン５回）　

1 木
ごはん　牛乳　回鍋肉
とうもろこしスープ　春巻き

【わ食の日】
おやま和牛丼　牛乳　お浸し
かんぴょうのみそ汁　抹茶まんじゅう

14 水

2 金
【こどもの日献立】
たけのこごはん　牛乳　ぶりの照焼　昆布漬け
ゆばとワカメのみそ汁　こどもの日デザート

こどもの日献立

7 水
米パン　牛乳　鮭のマヨネーズ焼き
ゆで野菜サラダ　ミネストローネ

わ食の日

9 金
ドライカレー(麦ごはん)　牛乳　牛乳入りもずくスープ
つぶつぶレモンゼリー

8 木

チーズ米パン　牛乳　やきそば　手作りアーモンドカル
はと麦入りふわふわ卵スープ

13 火
ごはん　牛乳　モロの味噌がらめ
のりあえ　根菜のゴマ和え

12 月

ごはん　牛乳　かぼちゃコロッケ
かんぴょうの卵とじ　切り干し大根の煮物

15 木
ひじきごはん　牛乳　アジフライ
ゆでキャベツ　ゆばのすまし汁

1年生親子試食会
3年生社会科見学

カレーライス(麦ごはん)　牛乳
海藻サラダ　栃木県産ヨーグルト

19 月
ツナサンド　牛乳　ジャーマンポテト
チンゲン菜のスープ

ごはん　牛乳　鶏肉の唐揚げ
五目スープ　バンサンスー

21 水
【地場産物の日】
ごはん　牛乳　肉じゃが　小山市産納豆
具だくさんキャベツのみそ汁

地場産物の日

麦ごはん　牛乳　麻婆豆腐
中華風かき玉汁　ギョウザ

30 金
ピザトースト　牛乳　ワンタンスープ
フルーツヨーグルト

23 金
ごはん　牛乳　具だくさんみそ汁
かつおのオニオンソース　さくらんぼフレッシュ

米パン　牛乳　シーフードグラタン
ジュリエンヌスープ　枝豆　フレッシュパイン

27 火
ごはん　牛乳　真鯛の浜漬け焼き
じゃがいものみそ汁　ごまあえ

26 月

ごはん　牛乳　ハンバーグトマトソースがけ
キャベツのスープ　粉ふきいも

29 木
ごはん　牛乳　手作りじゃこふりかけ
イカとじゃがいもの煮物　にらと豆腐のみそ汁

28 水

⑤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。 

 新学期が始まり１ヶ月、新しい環境の中でたまった疲れ

が、そろそろ出てくるころです。 

 連休明けに体調を崩したり、学校へ行きたくなくなった

りといった、いわゆる「五月病」になる人も…。 

 「五月病」にならないためには、連休中も夜ふかしや朝

寝坊をせず、早寝・早起き・３食しっかり食べて、規則正し

く生活しましょう。また、外で思いっきり体を動かして気分

転換をしたり、家族団らんの時間を持ち、ゆったりと過ご

すことも大切です。 

 

 ５月の給食目標 

 楽しい給食にしよう 

     


