
給食献立予定表　　　
エネルギー(Kcal)

たんぱく質(g)
脂質(％)

全２２回 塩分相当量(g)
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
あかみそ いとかまぼこ エリンギ はくさいキムチ さとう おおむぎ
たまご もずく ゼリー にら　ねぎ でんぷん ごま

にんじん チンゲンサイ ごまあぶら
さんま ぎゅうにゅう ほうれんそう はくさい こめ サラダあぶら
あぶらあげ にぼし にんじん ごぼう さとう ごま
とうふ だいこん ねぎ こんにゃく さといも

ぶたひきにく ぎゅうにゅう ねぎ たまねぎ こめ サラダあぶら
あかみそ とうふ にんじん エリンギ おおむぎ でんぷん
はるまき グリンピース ほうれんそう ごまあぶら

もやし
きなこ ぎゅうにゅう たまねぎ にんじん しょくパン サラダあぶら
ベーコン エビ マッシュルーム キャベツ さとう マーガリン
イカ あさり ブロッコリー スパゲティ バター

コーン
しらす ぎゅうにゅう にんじん たまねぎ こめ サラダあぶら
あぶらあげ ぶたにく グリンピース しめじ おおむぎ さとう
にぼし とうふ ねぎ じゃがいも しらたき
みそ わかめ
さけ ぎゅうにゅう にんじん ほうれんそう こめ サラダあぶら
にぼし かつおぶし はくさい ごぼう おおむぎ くり
みそ だいこん ねぎ マヨネーズ さといも

ごま
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
だいず ミックスビーンズ プルーン ピーマン おおむぎ バター
オムレツ ベーコン キャベツ グリンピース じゃがいも コーン

とりにく ぎゅうにゅう ねぎ にんじん こめ サラダあぶら
レバー のり たまねぎ しめじ さとう でんぷん
なまあげ にぼし ブルーベリー じゃがいも
みそ わかめ
サケ ぎゅうにゅう たまねぎ にんじん こめパン サラダあぶら
ベーコン たまご えのき レタス さとう マヨネーズ

こなチーズ パセリ パプリカ
じゃがいも はとむぎ

おやまわぎゅう ぎゅうにゅう たまねぎ だいこん こめ サラダあぶら
はなかつお にぼし しいたけ にら　ねぎ　 さとう
とうふ みそ ほうれんそう もやし

にんじん はくさい
ぶたにく ぎゅうにゅう えだまめ たまねぎ こめ サラダあぶら
みそ ベーコン にんじん たけのこ ごま さとう

しいたけ チンゲンサイ でんぷん ポテト
くるみ ムース

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
はなかつお たまご にんじん しめじ さとう でんぷん

かんぴょう にら ごま

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
のり たまご たけのこ しいたけ さとう かぼちゃ

にら りんご めん じゃがいも
でんぷん

なっとう ぎゅうにゅう にんじん だいこん こめ サラダあぶら
にぼし がんも しいたけ いんげん こんにゃく じゃがいも
わかめ みそ たまねぎ こまつな

ぶたにく ぎゅうにゅう ごぼう にら こめ サラダあぶら
ゆば はなまつお にんじん しいたけ さとう こめこ

かんぴょう ほうれんそう ごま
ゼリー

さば ぎゅうにゅう ほうれんそう もやし こめ サラダあぶら
のり ぶたにく ごぼう にんじん さとう じゃがいも
とうふ みそ だいこん ねぎ

ぶたひきにく ぎゅうにゅう たまねぎ にんじん まるパン サラダあぶら
だいず ベーコン トマトケチャップ パセリ さとう パンこ
あさり にぼし バター　ごま じゃがいも

だっしふんにゅう アーモンド
にぼし ぎゅうにゅう にんじん だいこん こめパン サラダあぶら
ぶたにく みそ はくさい ねぎ さとう かぼちゃ
ししゃも きりぼしだいこん みずな ほうとう

きゅうり
モロ ぎゅうにゅう キャベツ チンゲンサイ こめ サラダあぶら
はなかつお とうふ にんじん ねぎ さとう こめこ
わかめ ごま

とりにく ぎゅうにゅう たまねぎ にんじん こめ サラダあぶら
かまぼこ こうやどうふ しいたけ グリンピース さとう さといも
たまご はなかつお みつば しめじ こんにゃく
とうふ みそ ねぎ みかん
イカ ぎゅうにゅう にんじん はくさい こめ サラダあぶら
ひじき あぶらあげ ねぎ さとう こんにゃく
だいず ぶたにく さつまいも
とうふ みそ
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
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

ババロア じゃがいも コーン

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１７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

1 水
セルフ豚キムチ丼(麦ごはん)　牛乳
もずくスープ　アセロラゼリー

2 木
ごはん　牛乳　けんちん汁
さんまの一夜干し　ほうれん草のごまあえ

６年修学旅行

3 金
麦ごはん　牛乳　麻婆豆腐
ミニ春巻き(１人１ヶ)　野菜ナムル

６年修学旅行

6 月
きなこトースト　牛乳　スープスパゲティ
ブロッコリーのサラダ

４年宿泊学習

7 火
しらす生姜ごはん　牛乳　肉じゃが
豆腐とわかめのみそ汁

４年宿泊学習

8 水
【おやま　わ食の日】
栗ごはん(ふゆみずたんぼ米)　はと麦茶
根菜のごま汁　鮭の紅葉焼き　おひたし

わ食の日

9 木
豆入りドライカレー(麦ごはん)　牛乳
角切り野菜スープ　オムレツ(ケチャップなし)

１年遠足

10 金
【目の愛護デー】
ごはん　味付けのり　牛乳　焼き鳥風煮
じゃが芋とわかめのみそ汁　ドライブルーベリー

目の愛護デー

14 火
米パン　牛乳　はと麦入りレタスと卵のスープ
タラの秋色焼き　ジャーマンポテト

【お米ウィーク】
はと麦使用

15 水
【地場産物の日】
ごはん　牛乳　白菜のみそ汁
牛肉の和風きのこソース　おひたし

地場産物の日

16 木
にらごはん　牛乳　豚肉とポテトのくるみソース
五目スープ　お米のムース

17 金
ごはん　牛乳　かんぴょうのかき玉汁
いわしの蒲焼き　ごまあえ

5年社会科見学

20 月
パンプキン米パン　牛乳　中華風かき玉汁
ポテト入り焼きそば　りんご

はと麦使用

21 火
ごはん　牛乳　じゃが芋のみそ汁
小山市産納豆　花がんもと野菜の煮物

22 水
ごはん　牛乳　豚肉とごぼうのかりん揚げ
ゆばとかんぴょうのすまし汁　かんぴょう入りオレンジゼリー

栃木県産使用食材

23 木
ごはん　牛乳　さばの塩麹焼き
のりあえ　豚汁

24 金
ミートサンド　牛乳　あさりのチャウダー
アーモンドカル

木
ごはん　牛乳　いかの生姜焼き
ひじきの炒め煮　さつまいものみそ汁

27 月
【山梨県郷土料理】
米パン　牛乳　ほうとう　切り干し大根のハリハリ漬け
ししゃもフリッター(1,2年1人2本,3年～1人3本)

山梨県郷土料理

28 火
ごはん　牛乳　モロのケチャップソースがけ
わかめスープ　おかか炒め

31 金
カレーライス(麦ごはん)　福神漬け　牛乳
海藻サラダ　パンプキンババロア

29 水
セルフ親子丼　牛乳
いものこ汁　みかん

30

１０月の給食目標
マナーに気をつけて食べよう⑩月

おいしいものがたくさん！実りの秋
春に植えられた作物が、夏の日差しをたっぷり浴びてグングン育ち、いよ

いよ収穫の季節を迎えます。秋は新米をはじめ、さつまいもや栗、柿、りん

ごといった作物、サンマやサバなど、たくさんの食べ物が旬をむかえ、おい

しいものがたくさん！恵みに感謝して、おいしくいただきましょう。

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。


