
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)
ウインナー ぎゅうにゅう たまねぎ マッシュルーム こめパン サラダあぶら 637
ベーコン こなチーズ いんげん パセリ さとう ペンネ 28.6
にぼし にんじん キャベツ バター じゃがいも 23.8

コーン　ごま アーモンド 3.0
とりにく ぎゅうにゅう ほうれんそう ごぼう こめ サラダあぶら 692
にぼし あぶらあげ もやし にんじん さとう ごま 27.6
とうふ みそ だいこん ねぎ バター コーン 18.2

みかん こんにゃく じゃがいも 2.4
ぶたにく ぎゅうにゅう キャベツ にんじん こめ サラダあぶら 653
なまあげ あかみそ たまねぎ チンゲンサイ さとう ごま 27.3
わかめ たまご ねぎ でんぷん 19.7
シューマイ 3.0
ホンモロコ ぎゅうにゅう こまつな もやし こめ サラダあぶら 587
はなかつお あぶらあげ ごぼう にんじん さとう こめこ 22.1
ぶたにく みそ だいこん ねぎ ごま じゃがいも 16.0
とうふ こんにゃく 1.8
ハンバーグ ぎゅうにゅう えのき しめじ こめ サラダあぶら 702
はなかつお とりにく マッシュルーム にんじん さとう じゃがいも 26.1
とうふ しいたけ ねぎ ごま じゃがいも 20.2

ほうれんそう だいこん でんぷん 2.8
ぶたにく なっとう にんじん たまねぎ こめ サラダあぶら 667
にぼし あぶらあげ グリンピース しいたけ さとう じゃがいも 22.4
みそ ほうれんそう はくさい しらたき かぼちゃまんじゅう 16.1

1.9
きなこ ぎゅうにゅう にんじん しいたけ しょくパン サラダあぶら 634
わかめ とりにく ねぎ はくさい マーガリン さとう 20.6
とうふ たまご こまつな だいこん ごま 28.2

でんぷん はるさめ 3.0
ぶたにく ぎゅうにゅう にんじん はくさいキムチ こめ サラダあぶら 590
ぎょうざ たまご ねぎ もやし さとう コーン 20.7

チンゲンサイ こまつな でんぷん 19.1
2.9

さわら ぎゅうにゅう ほうれんそう もやし こめ サラダあぶら 622
ねぎ のり にんじん ごぼう さとう だいこん 28.1
にぼし とりにく しめじ はくさい かやきせんべい 15.1

ねぎ りんご 2.2
とりにく ぎゅうにゅう にんじん たまねぎ こめパン サラダあぶら 684
わかさぎ くきわかめ ねぎ キャベツ さとう うどん 26.0

コーン ごま 26.9
3.1

モロ ぎゅうにゅう キャベツ たまねぎ パン サラダあぶら 667
たまご ベーコン にんじん ブロッコリー さとう こむぎこ 27.0

だっしふんにゅう レモンゼリー パンこ じゃがいも 21.3
コーン 2.6

とりにく ぎゅうにゅう にんじん れんこん こめ サラダあぶら 685
だいず こんぶ こまつな ねぎ さとう こんにゃく 27.9
にぼし とうふ じゃがいも 20.4
みそ さば 3.0
おやまわぎゅう ぎゅうにゅう にんじん はくさい こめ サラダあぶら 676
やきとうふ はなかつお ねぎ しいたけ さとう はとむぎ 27.5
たまご かんぴょう ほうれんそう しらたき でんぷん 22.1

2.3
のりこうみ ぎゅうにゅう だいこん にんじん こめ サラダあぶら 699
ブリ とうふ しいたけ ほうれんそう でんぷん さとう 27.4
たまご オレンジ 23.9

2.3
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 763
ヨーグルト だっしふんにゅう ふくじんづけ キャベツ おおむぎ さとう 22.6

もやし じゃがいも コーン 21.7
こんにゃく 2.6

ホッケ ぎゅうにゅう にんじん しめじ こめ サラダあぶら 651
はなかつお とりにく こまつな にら おおむぎ さとう 29.1

ゆば こめこうじ ごま 14.5
かぼちゃ でんぷん 2.9

とりにく ぎゅうにゅう たまねぎ ブロッコリー こめパン サラダあぶら 647
ヨーグルト チーズ カリフラワー にんじん コーン さとう 31.9
ベーコン かんぴょう パセリ じゃがいも 26.5

デザート 3.1
はなかつお ぎゅうにゅう だいこん キャベツ こめ サラダあぶら 594
こんぶ かいせんボール もやし にんじん さとう じゃがいも 21.1
ちくわ うずらのたまご みかん こんにゃく 11.7
さつまあげ はなかつお 2.8

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１３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 月
米パン　牛乳　ウインナーと白インゲンのトマトペンネ
角切り野菜スープ　手作りアーモンドカル

2 火
セルフ三色丼　牛乳
具だくさんみそ汁　みかん

3 水
ごはん　牛乳　ジャージャン豆腐
卵入りわかめスープ　エビシューマイ(1人2ヶ)

4 木
【ラムサールふゆみずたんぼ米　ホンモロコ使用】
ふゆみずたんぼ米　牛乳　豚汁　煮浸し
ラムサールホンモロコのごまがらめ

5 金
ごはん　牛乳　ハンバーグきのこソースかけ
粉ふきいも　みぞれ汁

8 月
【おやま　わ食の日】
ごはん　はと麦茶　小山市産納豆　肉じゃが
ほうれん草と豆腐のみそ汁　かぼちゃまんじゅう

わ食の日

9 火
きなこトースト　牛乳　大根サラダ
豆腐入り肉団子スープ

10 水
キムチチャーハン　牛乳　揚げ餃子(1人2ヶ)
ナムル　とうもろこしスープ

11 木
【青森県郷土料理】
ごはん　牛乳　せんべい汁
さわらのネギ味噌焼き　のりあえ　りんご

青森県郷土料理

12 金
米パン　牛乳　カレーうどん　茎わかめサラダ
わかさぎのフリッター(1、2年1人2ヶ、3年～1人3ヶ)

15 月
セルフモロカツサンド　牛乳　ゆでキャベツ
コーンシチュー　つぶつぶレモンゼリー

16 火
ごはん　牛乳　さばの文化干し
五目豆　小松菜とじゃがいものみそ汁

17 水
【地場産物の日】
はと麦ごはん　牛乳　すき焼き
かんぴょうのかき玉汁

地場産物の日

【お楽しみ献立】
チーズ米パン　牛乳　タンドリーチキン　花野菜サラダ
かんぴょう入りミネストローネ　セレクトデザート

お楽しみ献立

18 木
ごはん　牛乳　ふりかけ　ぶりと大根のうま煮
豆腐と野菜のスープ　オレンジ

19 金
カレーライス(麦ごはん)　牛乳　こんにゃくサラダ
栃木県産生乳仕立てヨーグルト

25 木
茶飯　牛乳　おでん
おかか炒め　みかん

終業式

22 月
【冬至】
にらごはん(麦ごはん)　牛乳　ホッケのふゆみがすみ焼き
かぼちゃのそぼろあんかけ　ゆばのすまし汁

冬至献立

24 水

⑫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。

街中では、クリスマスソングが流れ、夜になるとイルミ
ネーションがキラキラと華やかです。いよいよ２０１４年も終
わりに近づいてきました。今月２２日は、１年のうちで最も昼
が短く、夜が長い「冬至」です。これから冬至に向かって、
日に日に暗くなるのが早くなり、寒さが増してきます。寒さ
に負けないよう、朝ごはんをしっかり食べて、元気に登校し
ましょう。

１２月の給食目標

食後を上手にすごそう


