
給食献立予定表　　　
エネルギー(Kcal)

たんぱく質(g)
脂質(％)

全１４回 塩分相当量(g)

とりにく ぎゅうにゅう キャベツ にんじん こめ サラダあぶら 709
とうふ たまご きくらげ しいたけ さとう でんぷん 27.0

ほうれんそう アーモンド コーン 19.6
3.0

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 734

ヨーグルト なす トマト さとう おおむぎ 21.3

ピーマン ふくじんづけ かぼちゃ コーン 20.0

キャベツ きゅうり 3.0

サバ ぎゅうにゅう のり キャベツ こめ サラダあぶら 624
とりにく とうふ きゅうり とうがん さとう 28.0

にんじん しいたけ 18.9
ねぎ 3.1

ポークフランク ぎゅうにゅう キャベツ たまねぎ コッペパン サラダあぶら 623
ベーコン にんじん セロリー さとう じゃがいも 22.7

パイン はとむぎ 24.1
2.7

コロッケ ぎゅうにゅう キャベツ きゅうり パン サラダあぶら 639
はなかつお なると にんじん みつば マーガリン さとう 24.2

こんにゃく そうめん 13.0
2.3

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 631

あぶらあげ ししゃも キャベツ たまねぎ さとう じゃがいも 19.9

にぼし みそ こまつな 19.8

2.3

ぶたにく ぎゅうにゅう トマト はくさいキムチ こめ サラダあぶら 695
はるまき チーズ にら たまねぎ さとう 24.5
ベーコン にんじん たけのこ 21.1

しいたけ チンゲンサイ 2.5
アジ ぎゅうにゅう ねぎ さやいんげん こめ サラダあぶら 626
はなかつお たまご にんじん たまねぎ さとう ごま 28.1

かんぴょう こまつな でんぷん 18.2
2.6

だっしふんにゅう ぎゅうにゅう にんじん たまねぎ パン サラダあぶら 635
チーズ ハム マッシュルーム あおピーマン さとう マーガリン 24.5
ベーコン キャベツ セロリー スパゲティ 21.1

3.1
ちくわ ぎゅうにゅう きゅうり にんじん パン サラダあぶら 686
たまご あおのり キャベツ こめ さとう こむぎこ 21.6

もやし うどん こめこ 25.1
3.0

ぶたにく ぎゅうにゅう ねぎ たまねぎ こめ サラダあぶら 693
あかみそ とうふ エリンギ グリンピース さとう でんぷん 28.5
しゅうまい にんじん チンゲンサイ はるさめ 19.1

2.3
まアジ ぎゅうにゅう キャベツ きりぼしだいこん こめ サラダあぶら 628
とりにく とうふ にんじん たまねぎ さとう ごま 28.0
たまご ねぎ 17.2

3.0
ぶたにく ぎゅうにゅう ごぼう こまつな こめ サラダあぶら 712
かつおぶし にぼし もやし にんじん でんぷん さとう 28.3
あぶらあげ みそ にら こめこ ごま 21.9

コーン じゃがいも 2.6
ぶたにく ぎゅうにゅう たまねぎ たもぎたけ こめ サラダあぶら 668

だいず チーズ トマト キャベツ じゃがいも さとう 24.2

ベーコン にんじん みかん コーン 16.3

2.6

18 金
【沖縄県郷土料理】
セルフタコライス　牛乳
角切り野菜スープ　冷凍みかん

沖縄県郷土料理

16 水
菜めし　牛乳　真アジのレモンしょうゆ煮
切り干し大根のゴマ酢あえ　かみなり汁

17 木
ごはん　牛乳　豚肉とごぼうのかりん揚げ
おひたし　にらのみそ汁

14 月
黒パン　牛乳　冷やしうどん　ゆで野菜サラダ
ちくわの磯辺揚げ(1,2年1人1本,3年～1人2本)

15 火
ごはん　牛乳　麻婆豆腐
ポークしゅうまい(1人2ヶ)　春雨スープ

10 木
ごはん　牛乳　アジの七味焼き
かんぴょうの卵とじ　いんげんのごまあえ

11 金
白いんげんロール　牛乳　ナポリタン
ジュリエンヌスープ　シューチーズ

8 火
【わ食の日】
ひじきごはん　牛乳　小松菜のみそ汁　ゆでキャベツ
ししゃもフライ(1,2年1人1本,3年～1人2本)

わ食の日

9 水
セルフキムトマ丼　牛乳　ミニ春巻き(1人1ヶ)
五目スープ

4 金
セルフホットドッグ　牛乳　ゆでキャベツ
はと麦入りミネストローネ　フレッシュパイン

はと麦使用

7 月
ミルクパン　牛乳　七夕汁
星のコロッケ(1人2ヶ)　こんにゃくサラダ　天の川ゼリー

七夕献立

2 水
【地場産物の日】
夏野菜カレー(麦ごはん)　福神漬け　牛乳
海藻サラダ　栃木県産生乳仕立てヨーグルト

地場産物の日

3 木
ごはん　味付けのり　牛乳　冬瓜スープ
さばのスタミナ焼き　即席汁

（ごはん１０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

1 火
ごはん　牛乳　豆腐と野菜のスープ
鶏肉のアーモンドがらめ　ゆで野菜サラダ

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

⑦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。 

夏バテ予防には、栄養と休養が大切です。 
 梅雨に入り、蒸し暑い日が続いています。この時期は、急な気温や湿

度の変化から体内のバランスが乱れ、体調を崩しやすくなります。そん

な夏バテを防ぐためには、バランスのよい食事で栄養をしっかりとって、

十分に休養することが大切です。もうすぐ待ちに待った夏休み。夏バテ

を防いで、元気に夏休みを迎えたいものですね！ 

 ７月の給食目標 

  何でも食べよう 
     


