
給食献立予定表　　　
エネルギー(Kcal)

たんぱく質(g)
脂質(％)

全18回 塩分相当量(g)

エビカツ ぎゅうにゅう パン サラダあぶら 402
さとう プリン 15.0

11.5
1.3

にくだんご ぎゅうにゅう キャベツ しいたけ パン サラダあぶら 695
ぶたにく きゅうり にんじん さとう コーン 27.8

もやし にら ココア わんたん 31.0
ねぎ 3.1

たら ぎゅうにゅう もやし にんじん こめ サラダあぶら 584
ぶたにく にぼし チンゲンサイ ほうれんそう さといも 27.1
とうふ あぶらあげ 14.1
みそ 2.4
ぶたにく ぎゅうにゅう にんじん はくさい こめ サラダあぶら 608
イカ うずらのたまご たけのこ きくらげ さとう おおむぎ 22.3
にらまんじゅう チンゲンサイ たまねぎ でんぷん ごまあぶら 15.0

ほうれんそう はるさめ 2.6
はなかつお ぎゅうにゅう しいたけ だいこん パインこめパン サラダあぶら 628
とりにく ちくわ にんじん ねぎ さとう うどん 26.7
たまご のり キャベツ きりぼしだいこん こむぎこ ごま 16.5

3.0
わかめ ぎゅうにゅう たまねぎ たけのこ こめ サラダあぶら 627
モロ ベーコン しいたけ ピーマン ごま こめこ 23.4

にんじん もやし さとう 16.7
ほうれんそう りんご 3.1

じゃこ ぎゅうにゅう にんじん ごぼう こめ サラダあぶら 626
こんぶ ぶたにく グリンピース にら おおむぎ さとう 22.9
はなかつお みそ ごま じゃがいも 14.6
たまご こんにゃく でんぷん 2.9
とうふハンバーグ ぎゅうにゅう たまねぎ まいたけ こめ サラダあぶら 644
のり にぼし にんじん しめじ さとう でんぷん 23.2
あぶらあげ みそ だいこん だいこんのは じゃがいも 15.5

ごま 3.1
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
わかめ だっしふんにゅう しめじ たもぎたけ さとう おおむぎ 22.7

ヨーグルト ふくじんづけ だいこん じゃがいも ごま 18.9
2.8

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 628
のり たまご ねぎ こまつな さとう めん 26.4

なし じゃがいも コーン 19.7
でんぷん 3.0

たまご ぎゅうにゅう しめじ ごぼう こめ サラダあぶら 593
ぶたにく にぼし にんじん ねぎ さといも こんにゃく 22.1
あぶらあげ みそ はくさい にら 12.2

2.2
ぶたにく ぎゅうにゅう ほうれんそう もやし こめ サラダあぶら 663
はなかつお たまご かんぴょう にら さとう はとむぎ 27.2

ごま でんぷん 22.1
2.2

さば 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 681
あぶらあげ はなかつお しいたけ しめじ さとう 24.7
とうふ みそ ほうれんそう 23.1

2.2
とりにく ぎゅうにゅう たまねぎ キャベツ こめ サラダあぶら 616
かいそう なまクリーム にんじん ゼリー コーン さとう 23.3

さつまいも 28.5
2.4

まぐろツナ ぎゅうにゅう きゅうり にんじん コッペパン サラダあぶら 675
ベーコン だいず たまねぎ かんぴょう マヨネーズ さとう 24.6

セロリー トマトピューレ コーン　マカロニ こむぎこ 28.6
くろごま さつまいも 2.5

なっとう ぎゅうにゅう ごぼう だいこん こめ サラダあぶら 641
おやまわぎゅう にぼし にんじん しいたけ さといも さとう 27.1
あぶらあげ とうふ ほうれんそう ねぎ こんにゃく くり 16.1
みそ 2.0
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 610
あぶらあげ えだまめ キャベツ たまねぎ さとう 21.9
ししゃも ベーコン たけのこ はくさい 17.6

ほうれんそう 1.9
とりにく ぎゅうにゅう にんじん キャベツ こめ サラダあぶら 604
はなかつお にぼし もやし ごぼう さとう こめこ 25.9
みそ だいこん ねぎ さといも ごま 11.6

2.2

28 金
ごはん　牛乳　★鶏の唐揚げ
根菜のごま汁　おかか炒め

リクエスト給食

26 水
【地場産物の日】
ごはん　牛乳　小山市産納豆
秋野菜の煮物　ほうれん草のみそ汁

４年宿泊学習

27 木
ひじきごはん　牛乳　五目スープ　ゆでキャベツ
ししゃもフライ(1,2年1本、3年～2本)

21 金
米パン　牛乳　さつまいものシチュー
海藻サラダ　つぶつぶレモンゼリー

25 火
ツナサンド　牛乳　まめまめ大学
かんぴょう入りミネストローネ

４年宿泊学習

19 水
はと麦ごはん　牛乳　かんぴょうの卵とじ
豚肉のごまだれ焼き　おひたし

ひまわり学級宿泊学習

20 木
ごはん　牛乳　サバの味噌煮
切り干し大根の煮物　豆腐と野菜のすまし汁

ひまわり学級宿泊学習

３年社会科見学

17 月
米パン　牛乳　ポテト入り焼きそば
とうもろこしスープ　小山市産にっこり梨

18 火
【山形県郷土料理】
ごはん　牛乳　芋煮
厚焼き玉子　白菜のみそ汁

13 木
ごはん　牛乳　和風豆腐ハンバーグ
粉ふきいも　大根のみそ汁

14 金
★森のきのこカレー(麦ごはん)　牛乳　福神漬け
大根サラダ　栃木県産生乳仕立てヨーグルト

４年社会科見学
リクエスト給食

11 火
わかめご飯　牛乳　モロの酢豚風
もやしのスープ　りんご

12 水
麦ごはん　牛乳　手作りじゃこふりかけ
ピリ辛肉じゃが　にらのかき玉汁

7 金
セルフ中華丼(麦ごはん)　牛乳　春雨スープ
にらまんじゅう(1人1ヶ)

６年社会科見学

10 月
パイン米パン　牛乳　切り干し大根のゴマ酢あえ
煮込みうどん　ちくわの磯辺揚げ(1.2年1本、3年～2本)

城南祭

5 水
★ココア揚げパン　牛乳　肉団子(1,2年1ヶ、3年～2ヶ)
ゆで野菜サラダ　ワンタンスープ

リクエスト給食

6 木
ごはん　牛乳　たらの塩麹薬味漬け
もやしの香味炒め　里いものみそ汁

（ごはん１２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

1 土
【城南祭　簡易給食】
エビカツバーガー　牛乳　野菜チップス　焼きプリン

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

⑪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。

城南小のさつまいもがでます！
今年もみなさんが育てて収穫したさつまいもが給食に登場し
ます。いろんな形や、大きさのものがたくさん穫れることを期待
しています。

さつまいもの栽培、収穫を通して、食べ物が出来るまでの大

変さやありがたさを体験できることは、貴重なことです。
城南小のさつまいもは11/21のさつまいも入りシチューに使用

します。お楽しみに！

(放射性物質は検出されていません。ご安心ください。）

朝夕の冷え込みがきびしくなってきました。季節の変わり
目は、気温の変化から体調をくずしやすくなります。外から
帰った時、食事の前には、必ず手洗いとうがいを行いましょ
う。また、かぜの予防には、バランスのよい食事、適度な運
動、しっかり睡眠をとること、そして服装に気をつけることも
大切です。

１１月の給食目標

感謝して食べよう


