
給食献立予定表　　　
エネルギー(Kcal)

たんぱく質(g)
脂質(％)

全１９回 塩分相当量(g)
ぶたにく ぎゅうにゅう たまねぐ しめじ チョコチップパン サラダあぶら 635
のり エビボール にんじん ピーマン パスタめん 24.5

キャベツ こまつな 21.1
3.1

いわし ぎゅうにゅう ほうれんそう もやし こめ サラダあぶら 710
のり にぼし にんじん はくさい さとう こめこ 28.5
あぶらあげ みそ にら 24.2
ふくまめ 2.3
ぶたにく ぎゅうにゅう ねぎ　ほうれんそ たまねぎ こめ サラダあぶら 690
あかみそ とうふ にんじん エリンギ さとう でんぷん 29.2
えびしゅうまい ベーコン グリンピース きくらげ 19.7

しいたけ はくさい 2.5
はなかつお ぎゅうにゅう にんじん だいこん こめ サラダあぶら 636
こんにゃく こんぶ ほうれんそう はくさい さとう じゃがいも 22.0
かいせんボール ちくわ いよかん 13.3
うずらたまご ごま 3.0
とうふハンバーグ ぎゅうにゅう はくさい えのき こめ サラダあぶら 676
ぶたにく とうふ にんじん たまねぎ さとう はとむぎ 26.2

ほうれんそう でんぷん 18.5
2.8

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 620
ベーコン チーズ マッシュルーム かんぴょう さとう マカロニ 26.4

セロリー トマト パンこ コーン 24.4
キャベツ ブロッコリー 2.7

ささげ　たまご ぎゅうにゅう ねぎ だいこん せきはん サラダあぶら 718
とりにく レバー にんじん ほうれんそう さとう でんぷん 28.4
サケ　ゆば だいず 21.2
あぶらあげ はなかつお 2.8
ぶたにく ぎゅうにゅう にんじん ピーマン こめ サラダあぶら 591
あかみそ キャベツ たまねぎ さとう はるさめ 21.9

ほうれんそう みかん 16.2
2.4

サケ ぎゅうにゅう キャベツ にんじん こめ サラダあぶら 701
はなかつお とりにく もやし たまねぎ さとう さつまいも 28.6
ゆば とうにゅう れんこん かんぴょう 17.7
しろみそ グリンピース 2.3
はなかつお ぎゅうにゅう しいたけ にんじん こめパン サラダあぶら 662
とりにく はんぺんフライ だいこん ねぎ さとう うどん 28.5
わかめ ごま 22.8

3.1
とりにく ぎゅうにゅう バジル にんじん こめ サラダあぶら 654
たまご ウインナー たまねぎ キャベツ さとう こむぎこ 27.8
はなかつお たまご かんぴょう にら でんぷん 18.5

りんご 2.6
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 674
みそ とうふ にら ほうれんそう さとう ごま 27.3

もやし はくさいキムチ 21.3
しいたけ ねぎ 3.1

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 672
あぶらあげ たら ピーマン しめじ さとう おおむぎ 27.9
にぼし とうふ ねぎ でんぷん グミ 17.7
わかめ みそ 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 698
だっしふんにゅう ヨーグルト ふくじんづけ キャベツ さとう おおむぎ 20.9

きゅうり じゃがいも コーン 15.8
こんにゃく 2.7

ぶたにく ぎゅうにゅう ドライアップル にんじん こめパン サラダあぶら 647
ナルト あかみそ はくさい もやし ラーメン コーン 25.2
ぎょうざ くきわかめ にら ねぎ ごま フルーツあんにん 23.5

キャベツ 2.7
なっとう ぎゅうにゅう にんじん たまねぎ こめ サラダあぶら 707
ぶたにく はなかつお グリンピース しいたけ さとう おおむぎ 27.7
たまご とうふ ほうれんそう じゃがいも しらたき 17.8

でんぷん 2.2
とりにく ぎゅうにゅう ねぎ にんじん こめ サラダあぶら 621
チーズ たまご ほうれんそう もやし さとう はちみつ 26.4

にら はるさめ コーン 14.7
トック 2.3

ししゃもフライ ぎゅうにゅう にら ほうれんそう こめ サラダあぶら 673
はなかつお にぼし もやし ごぼう さとう ごま 24.2
あぶらあげ とうふ にんじん だいこん コーン こんにゃく 22.1
みそ ねぎ さといも 3.0
サケ ぎゅうにゅう パセリ たまねぎ コッペパン サラダあぶら 643
チーズ たまご ねぎ ほうれんそう さとう ココア 23.6

こまつな にんじん マヨネーズ コーン 27.8
もやし でんぷん ごま　ムース 3.1

27 金
ココア揚げパン　牛乳　鮭のマヨネーズ焼き
コーンスープ　ゆで野菜サラダ　みかんのムース

６年　大森優輝さんが
考えた献立です

26 木
にらごはん　牛乳　ししゃもフライ(1,2年1本、3年～2本)
みそけんちん汁　おひたし

24 火
麦ごはん　牛乳　小山市産納豆
肉じゃが　豆腐と野菜のスープ

25 水
ごはん　牛乳　プルダック
トックスープ　バンサンスー

20 金
カレーライス(麦ごはん)　牛乳
こんにゃくサラダ　栃木県産ヨーグルト

23 月
アップル米パン　牛乳　みそラーメン　フルーツ杏仁
揚げぎょうざ(1人2ヶ)　茎わかめサラダ

６年　小林大夢さんが
考えた献立です

18 水
【地場産物の日】
ごはん　牛乳　カルビ焼き
豆腐チゲ　ナムル

地場産物の日

19 木
しらす生姜ごはん　牛乳　たらの甘酢あんかけ
豆腐とわかめのみそ汁　果汁グミ

16 月
米パン　牛乳　はんぺんチーズフライ
煮込みうどん　大根サラダ

17 火
ごはん　牛乳　鶏肉のバジル焼き
かんぴょうの卵とじ　野菜ソテー　りんご

６年　髙橋葵美香さん
が考えた献立です

12 木
ごはん　牛乳　ホイコーロー
春雨スープ　みかん

６年　橋本大輝さんが
考えた献立です

13 金
ごはん　牛乳　銀サケの西京焼き
和風シチュー　おかか炒め　いちごのハートカップ

9 月
米パン　牛乳　かんぴょう入りミネストローネ
マカロニグラタン　ブロッコリーとコーンのサラダ

６年　吉村翼さんが
考えた献立です

10 火
【初午献立　栃木県郷土料理】
赤飯　牛乳　焼き鳥風煮
しもつかれ　ゆばたま汁

初午献立
栃木県郷土料理

5 木
茶飯　牛乳　おでん
ごまあえ　カットいよかん

6 金
ごはん　牛乳　えのきのスープ
豆腐ハンバーグ　白菜キムチ

3 火
【節分献立】
ごはん　牛乳　いわしのかば焼き
のりあえ　にらのみそ汁　福豆

節分献立

4 水
ごはん　牛乳　麻婆豆腐
えびしゅうまい(1人2ヶ)　五目スープ

（ごはん１４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

2 月
チョコチップパン　牛乳　和風スパゲティ
エビボール入り野菜スープ

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

かぜがはやっています！
気温が低く、空気が乾燥する冬は、インフルエンザやノロウイルス、

かぜなどの症状を引き起こす”ウイルス”が活発になる季節です。ウイル
スの感染を防ぐには、手洗い・うがいを徹底し、マスクを着用することが
大切です。また、食事と睡眠をしっかりとって、かぜに負けない丈夫な
体をつくりましょう。

②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。

２月の給食目標

楽しく会食しよう


