
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 たまねぎ くくらげ パン サラダあぶら 619
ハム ベーコン にんじん キャベツ さとう ジャム 23.4
たまご ピーマン えのき ビーフン でんぷん 19.0

ちんげんさい ゼリー 3.0
ぎゅうにく ぎゅうにゅう キャベツ たまねぎ こめ サラダあぶら 621
みそ たまご にんじん ピーマン さとう でんぷん 22.0
しゅうまい もやし しいたけ 17.7

にら 2.3
ちくわ ぎゅうにゅう にんじん みつば こめ サラダあぶら 659
ほしエビ ひじき ごぼう キャベツ さとう こむぎこ 22.8
たまご のり　だいず きりぼしだいこん こまつな こめこ ごま 18.7
にぼし とうふ　みそ ねぎ 3.1
ししゃも ぎゅうにゅう キャベツ にんじん こめ サラダあぶら 662
とりにく たまねぎ きぬさや さとう じゃがいも 23.2

しらたき 16.6
ゼリー 2.8

のり ぎゅうにゅう アスパラ ねぎ こめ サラダあぶら 559
イカ ベーコン たまねぎ にんじん でんぷん さとう 22.3

たけのこ しいたけ 17.3
もやし にら 2.1

ぶたにく ぎゅうにゅう にんじん たまねぎ パン サラダあぶら 669
だいず トマトピューレ キャベツ さとう ココア 25.1

きゅうり じゃがいも コーン 27.1
こんにゃく 2.6

おとん ぎゅうにゅう しいたけ にら こめ サラダあぶら 647
ベーコン たまご いんげん ねぎ さとう しらたき 25.6

トマト ゴマ コーン 21.3
2.5

しゃけ ぎゅうにゅう にんじん きりぼしだいこん こめ サラダあぶら 626
あぶらあげ はなかつお しいたけ しめじ さとう ごま 28.6
とうふ みそ ねぎ こんにゃく じゃがいも 14.6

2.4
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
あかみそ グリンピース たまねぎ エリンギ さとう でんぷん 24.9
とうふ きゅうり おおむぎ はるさめ 16.4

あんにん 2.6
ぶたにく ぎゅうにゅう パイン たけのこ こめパン サラダあぶら 668
はっちょうみそ たまご ねぎ もやし さとう おやまさんうどん 27.3
ヨーグルト たまねぎ こまつな でんぷん コーン 20.8

ごまあぶら 3.0
エビ ぎゅうにゅう たまねぎ にんじん こめ サラダあぶら 598
イカ オムレツ ピーマン ブロッコリー さとう マーガリン 21.1
ベーコン キャベツ グリンピース じゃがいも コーン 18.6

2.3
とりにく ぎゅうにゅう にんじん ごぼう こめ サラダあぶら 625
あぶらあげ やしおます かんぴょう しいたけ さとう 28.0
はなかつお ゆば キャベツ きゅうり ゼリー 17.9

レモンじる しめじ　こまつな 2.7
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 627
のり にぼし セロリ キャベツ さとう じゃがいも 26.5
あぶらあげ とうふ にら ねぎ ごま 17.2
みそ 2.8
とりにく ぎゅうにゅう もやし チンゲンサイ パン サラダあぶら 676
かいそうミックス ベーコン にんじん キャベツ ジャム さとう 26.5

たまねぎ でんぷん コーン 24.0
3.0

ぶたにく ぎゅうにゅう たまねぎ ピーマン こめパン サラダあぶら 617
のり エビボール にんじん キャベツ スパゲティ さとう 26.5

こまつな みかん 19.9
2.4

わかめ ぎゅうにゅう たまねぎ ピーマン こま サラダあぶら 615
あじ にぼし パプリカ チンゲンサイ ごま さとう 23.3
あぶらあげ みそ みそ でんぷん じゃがいも 17.0

2.8
ぶたにく ぎゅうにゅう ピーマン たけのこ こめ サラダあぶら 632
ぎょうざ たまご にんじん しいたけ でんぷん さとう 25.5

ねぎ こまつな コーン 18.4
2.7

さば ぎゅうにゅう にんじん キャベツ こめ サラダあぶら 593
はなかつお にぼし もやし たまねぎ じゃがいも さとう 26.2
とうふ みそ 15.2
わかめ 2.8
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 735
おかひじき だっしふんにゅう ふくじんづけ キャベツ はとむぎ さとう 22.8
ヨーグルト じゃがいも コーン 18.8

2.9
ぶたにく ぎゅうにゅう にんじん たけのこ こめパン サラダあぶら 598
なると うずらのたまご キャベツ きくらげ さとう チャーめん 25.0
イカ ワカメ きぬさや たまねぎ でんぷん ごま 22.4

ねぎ ゼリー 3.1

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１４回　パン６回）　 血 や 肉 に な る 体 の 調 子 を 整 え る 熱 や 力 に な る

2 月
減量コッペパン　ブルーベリージャム　牛乳
ビーフンカレーソテー　チンゲン菜のスープ　アセロラゼリー

3 火
ごはん　牛乳　牛肉とキャベツの味噌炒め
中華風かきたま汁　ポークしゅうまい(1人2ヶ)

4 水
【カミカミ献立】
ひじきかき揚げ丼　牛乳　みそ汁
切り干し大根のゴマ酢あえ　まんてん大豆

5 木
ごはん　牛乳　ししゃもフライ(1,2年1人１本,3年～1人２本)
ゆでキャベツ　じゃがいものそぼろ煮　レモンゼリー

6 金
ごはん　牛乳　味付けのり　五目スープ
イカとアスパラのチリソース

10 火
ココア揚げパン　牛乳　ポークビーンズ
こんにゃくサラダ

11 水
【地場産物の日】
セルフスタミナ丼　牛乳　いんげんのゴマ和え
トマト入り卵スープ

地場産物の日

12 木
ごはん　牛乳　鮭のゴマ風味焼き
切り干し大根の煮物　いものこ汁

13 金
麦ごはん　牛乳　麻婆豆腐
バンサンスー　フルーツ杏仁

16 月
パイン米パン　牛乳　じゃじゃ麺(小山産小麦うどん使用)
卵スープ　栃木県産ヨーグルト

17 火
カレーピラフ　牛乳　トマトオムレツ
ゆで野菜サラダ　角切り野菜スープ

18 水
【県民の日献立】
五目ごはん　牛乳　やしおますの浜漬焼き
キャベツのレモン漬け　ゆばのすまし汁　県民の日ゼリー

19 木
ごはん　牛乳　豚肉のソース漬け
粉ふきいも　みそ汁

20 金
コッペパン　栃木県産いちごジャム　牛乳
フライドチキン　海藻サラダ　キャベツのスープ

23 月
米パン　牛乳　和風スパゲティ
エビボール入り野菜スープ　冷凍みかん

ポークカレー(はと麦ごはん)　牛乳　福神漬け
おかひじきのサラダ　パインヨーグルト

24 火
わかめごはん　牛乳　あじの南蛮漬け
じゃがいもとチンゲン菜のみそ汁

25 水
ごはん　牛乳　チンジャオロース
揚げギョウザ(1人2ヶ)　とうもろこしスープ

30 月
【長崎県郷土料理】
米パン　牛乳　皿うどん
わかめスープ　日向夏ゼリー

長崎県郷土料理

26 木
ごはん　牛乳　さばの文化干し
おかか炒め　みそ汁

27 金

⑥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。

食育とは、「生きる上での基本であって、知育・徳

育・体育の基礎となるべきものであり、さまざまな

経験を通じて『食』に関する知識と『食』を選択する

力を習得し、健全な食生活を実践することができる

人間を育てること（食育基本法)」です。

歯と口の

健康週間

６月は「食育月間」です！

６月の給食目標

衛生に気をつけよう

生涯を通して健康な心身

を育むうえで、「食べるこ

と」は何より大切です。ご家

庭でも、できることから「食

育」に取り組まれてみては

いかがでしょうか。


