
給食献立予定表　　　
エネルギー(Kcal)

たんぱく質(g)
脂質(％)

全１６回 塩分相当量(g)

ぶり ぎゅうにゅう せり だいこんのは こめ サラダあぶら 594
くろまめ にぼし はとむぎちゃ ごぼう さとう ごま 26.9
あぶらあげ とうふ にんじん だいこん こんにゃく さといも 16.7

ねぎ 2.9
とりにく ぎゅうにゅう キャベツ きゅうり コッペパン サラダあぶら 630
ベーコン えび たまねぎ にんじん さとう いちごジャム 29.0
あさり しめじ コーン こんにゃく 19.3

じゃがいも こめこ 3.1
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 710
のり たまご たまねぎ さとう　めん アーモンド 29.3
にぼし チーズ じゃがいも コーン　ごま 24.5

はとむぎ パンこ 3.0
ぎゅうにく ぎゅうにゅう にんじん しいたけ こめ サラダあぶら 601
あぶらあげ えだまめ　にぼし かんぴょう ごぼう さとう 25.0
のり　みそ あつやきたまご はくさい もやし 17.2
はなかつお ヨーグルト　とうふ ほうれんそう こまつな　ねぎ 3.1
イナダ ぎゅうにゅう ほうれんそう もやし こめ サラダあぶら 623
のり はなかつお にんじん しめじ さとう 26.8
とうふ とうふ ほうれんそう 22.0

1.9
さけ ぎゅうにゅう キャベツ きゅうり こめ サラダあぶら 673
はなかつお とうふ にんじん しめじ さとう でんぷん 28.5
みそ ねぎ ほうれんそう アーモンド ごま 19.6

じゃがいも 2.6
えび ぎゅうにゅう にんじん たまねぎ こめパン サラダあぶら 661
あさり ベーコン マッシュルーム トマト スパゲティ さとう 27.9
たまご チーズ パセリ ゼリー バター コーン 19.5

パンこ 3.1
やきぶた ぎゅうにゅう ねぎ にんじん こめ サラダあぶら 598
なると はるまき グリンピース きゅうり さとう はるさめ 16.8

もやし きくらげ 16.2
たけのこ にら 2.9

ぶたにく ぎゅうにゅう りんご たまねぎ こめ サラダあぶら 609
とうふ わかめ にら にんじん さとう ごま 25.1

ほうれんそう もやし 17.6
ねぎ 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 742
だいず ベーコン プルーン キャベツ さとう 24.5

ヨーグルト ミックスビーンズ 21.5
2.4

タラ ぎゅうにゅう たまねぎ ブロッコリー クロワッサン サラダあぶら 584
ポークフランク にんじん だいこん さとう バター 25.5

はくさい キャベツ じゃがいも 27.6
ゼリー 3.1

ハタハタ ぎゅうにゅう ほうれんそう はくさい こめパン サラダあぶら 557
はなかつお とりにく にんじん しいたけ さとう でんぷん 24.9

ねぎ まいたけ ごま きりたんぽ 22.8
みつば りんご 2.0

ハンバーグ ぎゅうにゅう たまねぎ にんじん こめ サラダあぶら 690
たまご のり マッシュルーム ねぎ さとう じゃがいも 25.8

ほうれんそう コーン でんぷん 19.7
2.9

とりにく ぎゅうにゅう キャベツ もやし こめ サラダあぶら 647
はなかつお にぼし にんじん はくさい ごま さとう 26.4
とうふ みそ ねぎ みかん 16.4

2.3
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 623
オムレツ かいそうミックス マッシュルーム グリンピース マーガリン さとう 20.4
ベーコン だいこん キャベツ じゃがいも コーン 20.0

3.1
モロ ぎゅうにゅう キャベツ にんじん こめ サラダあぶら 669
はなかつお たまご かんぴょう ほうれんそう でんぷん さとう 25.5

コーン ごま 21.5
2.7

30 金
ごはん　牛乳　モロのケチャップソースがけ
かんぴょうのかき玉汁　ゆで野菜サラダ

28 水
ごはん　牛乳　鶏肉のごまだれ焼き
白菜のみそ汁　おかか炒め　みかん

29 木
チキンライス　牛乳　オムレツ
角切り野菜スープ　海藻サラダ

26 月
【秋田県郷土料理】
米パン　牛乳　きりたんぽ汁　ごまあえ　りんご
はたはたの唐揚げ(1,2年1人1ヶ,3年～1人2ヶ)

秋田県郷土料理

27 火
ごはん　牛乳　ハンバーグトマトソースがけ
とうもろこしスープ　粉ふきいも

22 木
【給食週間◆世界の料理～インド～】
ターメリックライス　牛乳　キーマカレー
お豆のスープ　いちごヨーグルト

23 金
【給食週間◆世界の料理～フランス～】
クロワッサン　牛乳　ポトフ　タラのプロバンス風
ゆでブロッコリー　給食週間ゼリー

20 火
【給食週間◆世界の料理～中国～】
チャーハン　牛乳　揚げ春巻き(1人1ヶ)
中華スープ　バンサンスー

21 水
【給食週間◆世界の料理～韓国～】
ごはん　牛乳　プルコギ
わかめスープ　ナムル

16 金
ごはん　牛乳　鮭のアーモンドがらめ
具だくさんみそ汁　即席漬け

19 月
【給食週間◆世界の料理～イタリア～】
キャロット米パン　牛乳　ペスカトーレ
イタリアンスープ　かんぴょう入りオレンジゼリー

給食週間

14 水
【地場産物の日】
和牛寿司　牛乳　厚焼きたまご　小松菜のみそ汁
おひたし　栃木県産生乳仕立てヨーグルト

地場産物の日

15 木
ごはん　牛乳　イナダのバンバン焼き
豆腐と野菜のすまし汁　おひたし

始業式
わ食の日

9 金
コッペパン　とちおとめいちごジャム　牛乳
よくばりスープ　はちみつチキン　こんにゃくサラダ

13 火
米パン　牛乳　はと麦入りふわふわ卵スープ
焼きそば　手作りアーモンドカル

はと麦使用

（ごはん１１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

8 木
【わ食の日】
七草ごはん　はと麦茶　けんちん汁
ぶりの照り焼き　黒豆

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

①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。

１月の給食目標
食べ物と健康について

考えよう

小山市では、１/１９～２３が給食週間です。給食に対する感謝の気持ちをも
ち、栄養について理解を深め、楽しい食事や正しい食事の実践が出来るよう
に努めましょう。
城南小の今年度の給食週間中は、世界各国の料理が給食に登場します。

ほかにも、給食集会、読み聞かせ、給食委員会の児童による劇など、様々な
活動が行われる予定です。お友達との交流も深めましょう。

あけましておめでとうございます。
みなさん、冬休みはいかがでしたか。早いもので今年度もあと数ヶ月

となりました。今の学年で給食を食べる日もわずかです。残りの１日１日を
大切に過ごしていきたいですね。
ところで、休み明けに朝起きられなかったり、だるさや眠気がとれな

かったりする人はいませんか？冬休み中に、つい夜ふかしや朝寝坊をし
てしまった人も多いと思います。生活リズムを整えるには、早寝・早起
き・朝ごはんが基本です。寒くて布団から出るのがつらい季節ですが、
早起きをして朝ごはんをきちんと食べてから登校しましょう。


