
給食献立予定表　　　
エネルギー(Kcal)

たんぱく質(g)
脂質(％)

全１５回 塩分相当量(g)
とりにく ぎゅうにゅう しいたけ もやし カステラパン サラダあぶら 768
ぶたにく にんじん にら さとう でんぷん 28.3

ねぎ キャベツ ワンタン コーン 29.1
ごま 3.1

あぶらあげ ぎゅうにゅう にんじん かんぴょう こめ サラダあぶら 683
たまご のり しいたけ たけのこ さとう はなふ 28.9
タラ はなかつお きぬさや ほうれんそう もものデザート 18.6
かまぼこ もやし 3.0
ぶたにく ぎゅうにゅう ねぎ にんじん こめ サラダあぶら 629
エビ なると たまねぎ たけのこ さとう　 でんぷん 26.0
とうふ にらまんじゅう にら こまつな はるさめ 15.3

もやし 2.1
わかめ ぎゅうにゅう たまねぎ にんじん こめ サラダあぶら 627
ぶたにく ベーコン たけのこ しいたけ さとう ごま 23.4

ピーマン もやし でんぷん 16.7
ほうれんそう キウイ 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 705
ヨーグルト だっしふんにゅう ふくじんづけ とちおとめピューレ さとう おおむぎ 20.3

みかん もも じゃがいも 16.5
パイン ぶどう ナタデココ 2.1

ぶたにく ぎゅうにゅう にんじん キャベツ ミルクパン サラダあぶら 726
のり とりにく たまねぎ グリンピース さとう めん 28.0

なまクリーム ゼリー さつまいも コーン 22.5
ミルメーク 3.0

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 671
あぶらあげ さつまあげ しいたけ ねぎ でんぷん さとう 26.3
とりにく とうふ はくさい ほうれんそう はるさめ 17.8
たまご 2.9
あぶらあげ ぎゅうにゅう しいたけ にんじん こめ サラダあぶら 705
おやまわぎゅう はなかつお ねぎ　ゼリー たまねぎ さとう でんぷん 27.6
たまご えのき ほうれんそう マヨネーズ 24.3

ブロッコリー カリフラワー 2.3
ぶたにく ぎゅうにゅう にんじん ねぎ こめ サラダあぶら 569
くきわかめ ぎょうざ はくさいキムチ もやし さとう ごま 19.6
なると たまご チンゲンサイ 18.2

3.1
ウインナー ぎゅうにゅう たまねぎ しめじ しょくパン サラダあぶら 780
たまご チーズ ピーマン ねぎ さとう コーン 26.9
ナゲット わかめ こまつな だいこん でんぷん ごま 28.0

ヨーグルト もも 3.2
ぶたにく ぎゅうにゅう たまねぎ にんじん ナン サラダあぶら 428
だいず ベーコン プルーンピューレ セロリ さとう じゃがいも 17.3

パセリ オレンジ おおむぎ 16.9
2.2

ぶたにく ぎゅうにゅう りんご キャベツ こめ サラダあぶら 668
たまご にぼし たまねぎ にんじん さとう こむぎこ 24.7
わかめ みそ ゼリー パンこ じゃがいも 16.2

2.7
ささげ ぎゅうにゅう ごぼう にんじん こめ サラダあぶら 592
ぶたにく メバル えのき さとう もちごめ 25.7
はなかつお はんぺんあられ ほうれんそう こんにゃく マカロニ 12.4
なると ごま ケーキ 3.1
ぶたにく 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 673
あぶらあげ わかめ ほうれんそう もやし はとむぎ さとう 24.4
うずらのたまご あんにんどうふ ねぎ ごま 19.7

2.4
はるまき ぎゅうにゅう にんじん しいたけ クロワッサン サラダあぶら 636
ぶたにく なると たけのこ はくさい でんぷん さとう 22.7

ねぎ キャベツ ちゃんぽんめん コーン 28.2
ブロッコリー 2.1

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１０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
カステラパン　牛乳　ワンタンスープ
鶏肉のレモン煮　ゆで野菜サラダ

3 火
【ひなまつり献立】
五目ちらしずし　牛乳　花麩のすまし汁
タラの西京焼き　のりあえ　もものカップデザート

ひなまつり献立

4 水
ごはん　牛乳　海鮮豆腐
にらまんじゅう(1人1ヶ)　バンサンスー

5 木
わかめごはん　牛乳　もやしのスープ
酢豚　キウイフルーツ

6 金
ポークカレー(麦ごはん)　牛乳　福神漬け
フルーツヨーグルトのいちごソースあえ

9 月
ツイストミルクパン　牛乳　クリームシチュー
焼きそば　ぶどうゼリー　ミルメーク(セレクト)

６年　芳賀武さんが
考えた献立です

10 火
ごはん　牛乳　豆腐入り肉団子スープ
鯖の味噌煮　切り干し大根の煮物

11 水
小山和牛丼　牛乳　卵スープ
ゆでブロッコリー　アセロラゼリー

６年　早瀬乃亜さんが
考えた献立です

12 木
キムチチャーハン　牛乳　茎わかめスープ
揚げ餃子(1人２ヶ)　もやしのナムル

13 金
ピザトースト　牛乳　とうもろこしスープ　大根サラダ
チキンナゲット(1人2ヶ)　フルーツサラダヨーグルト

６年　中島寬奈さんが
考えた献立です

16 月
ナン　牛乳　キーマカレー
ミネストローネ　オレンジ

６年　相馬心音さんが
考えた献立です

17 火
ソースカツ丼　牛乳
じゃがいもの味噌汁　さくらゼリー

18 水
【卒業お祝い献立】
赤飯　牛乳　はんぺんのすまし汁
メバルの照り焼き　変わりきんぴら　お祝いケーキ

卒業お祝い献立

20 金
ビビンバ丼(はと麦ごはん)　牛乳
わかめスープ　杏仁豆腐

23 月
クロワッサン　牛乳　ちゃんぽん麺
揚げ春巻き　ゆで野菜サラダ

③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。

３月の給食目標

給食の反省をしよう

桜のつぼみが日に日にふくらみ、吹く風が春めいてきました。今年
度もあとひと月で終わりです。長いようで、あっという間の１年間でし
たが、みなさんの給食時間の様子を見ていると、残さず食べられるよ
うになったり、マナーを守って過ごせるようになったりと、この1年間で
成長したことがうかがえます。先生やクラスの友達との楽しい思い出
を胸に、締めくくりの時期を大切に過ごしましょう。

新年度は・・・

４月 ８日（水）始業式(給食なし)

４月 ９日（木）入学式＆給食開始(２～６年生)
４月１３日（月)１年生給食開始

以上の予定となっています。
来年度もよろしくお願いいたします。


