
　　　 １１月給食献立予定表
エネルギー(Kcal)

たんぱく質(g)
脂質(％)

全２０回 塩分相当量(g)

ぶたにく ぎゅうにゅう にんじん たまねぎ むぎごはん サラダあぶら 686
ベーコン プルーン さとう バター 23.5
ミックスビーンズ グリンピース 23.7

レモン キャベツ 1.9
さけ ぎゅうにゅう こまつな ごぼう ごはん ごまあぶら 686
ぶたにく ちりめんじゃこ にんじん だいこん さつまいも サラダあぶら 29.4
とうふ ねぎ こんにゃく 28.7

2.1
とりにく ぎゅうにゅう ほうれんそう しょうが せきはん サラダあぶら 630
かつおぶし にんじん にんにく でんぷん ごま 29.6
はんぺん もやし 23.1
ゆば ささげ みつば とうもろこし 3.2
ウインナー ぎゅうにゅう にんじん キャベツ コッペパン サラダあぶら 660

ヨーグルト いんげん みかん さとう バター 24.4
ぶどう こむぎこ 36.5

もも パイナップル 3.2
とりにく ぎゅうにゅう にんじん キャベツ こめパン サラダあぶら 619
うずらたまご なまクリーム パセリ たまねぎ パンこ 27.3

とうもろこし さつまいも 32.3
いちご さとう 1.9

まぐろ ぎゅうにゅう にんじん グリンピース ごはん サラダあぶら 659
あぶらあげ ほうれんそう はくさい しらたき ピーナッツ 23.2
とうふ ごぼう　ねぎ さとう 24.9

みかん だいこん さといも 2.3
小山産なっとう ぎゅうにゅう にんじん ごぼう むぎごはん サラダあぶら 662
あぶらあげ にら だいこん こんにゃく 27.8
ぶたにく（おとん） しいたけ さとう 25.6

ねぎ はくさい くり 2.3
ハム ぎゅうにゅう にんじん たまねぎ コッペパン サラダあぶら 652
ベーコン チーズ さやえんどう セロリ さつまいも ごま 22.8

キャベツ さとう 30.7
みずあめ 3.2

ぶたにく ぎゅうにゅう にんじん もやし　きくらげ こめパン サラダあぶら 674
かたくちいわし ほうれんそう キャベツ やきそばめん ごま 29.0
あおのり パイン たまねぎ さとう アーモンド 26.7

しいたけ たけのこ 3.8
ぶたにく ぎゅうにゅう にんじん にんにく むぎごはん サラダあぶら 683

だっしふんにゅう ふくじんづけ しめじ　エリンギ じゃがいも ごま 21.3
わかめ にっこりなし キャベツ 21.2

とうもろこし きゅうり 2.7
ぶり ぎゅうにゅう にんじん しょうが ごはん サラダあぶら 678
あぶらあげ のり あさつき だいこん でんぷん 26.9

にら キャベツ さとう 30.5
だいこんは 2.4

ぶたにく ぎゅうにゅう にんじん にんにく はとむぎごはん サラダあぶら 715
とうふ ヨーグルト しょうが　ねぎ でんぷん 28.9
たまご えのきたけ たまねぎ さとう 25.3

しめじ グリンピース 2.1
あぶらあげ ぎゅうにゅう にんじん えだまめ ごはん サラダあぶら 679
えび ひじき こまつな しいたけ　しめじ さとう 25.1
とりにく みかん れんこん さといも 22.5
とうふ かんぴょう ごぼう 2.6
ウインナー ぎゅうにゅう トマトピューレ たまねぎ コッペパン ショートニング 683
ベーコン こなチーズ パセリ　にんじん にんにく チョコレート サラダあぶら 23.0
しろおんげんまめ りんご マッシュルーム ペンネ バター 31.6

とうもろこし キャベツ じゃがいも 3.0
とりにく ぎゅにゅう ほうれんそう もやし ごはん サラダあぶら 632
かつおぶし のり にんじん ごぼう さとう ごま 26.1

だいこんは だいこん こんにゃく 21.4
しそ ねぎ こむぎこ 2.7

ぶたにく ぎゅうにゅう にんじん たけのこ むぎごはん サラダあぶら 633
いか わかめ チンゲンサイ ヤングコーン でんぷん ごまあぶら 26.1
とうふ きくらげ さとう ごま 23.5
たまご ねぎ だいこん 2.9
ぶたにく ぎゅうにゅう にんじん キャベツ しょくパン サラダあぶら 664
だいず トマトピューレ みずな さとう アーモンド 26.2

とうもろこし じゃがいも 35.8
キウイフルーツ たまねぎ 2.8

とりにく ぎゅうにゅう ほうれんそう もやし コッペパン サラダあぶら 630
かまぼこ わかさぎ にんじん しめじ いちごジャム 23.9

とうもろこし うどん 32.5
ねぎ こむぎこ 3.7

さけ ぎゅにゅう にんじん キャベツ むぎごはん サラダあぶら 639
かつおぶし こんぶ こまつな もやし じゃがいも ごま 25.0
ちくわ だいこん こんにゃく 22.2
うずらたまご 3.3
とりにく ぎゅうにゅう にんじん しょうが　にんにく ごはん サラダあぶら 672
たまご にら たまねぎ さとう ごまあぶら 24.0

チンゲンサイ しいたけ はるさめ ごま 22.2
かぼちゃ もやし 1.9

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

2 水
ごはん　牛乳　鮭の紅葉焼き
小松菜とじゃこの炒め物　さつまいも汁

（ごはん１３回　パン７回）　 血 や 肉 に な る 体 の 調 子 を 整 え る
み ど り き い ろ

火
ドライカレー（麦ごはん）　牛乳　お豆のスープ
レモンゼリー

熱 や 力 に な る

1

4 金
【創立３０周年記念お祝い献立】
赤飯　ごま塩　牛乳　鶏肉の唐揚げ　おひたし
はんぺんのすまし汁

5 土
【簡易給食】　　※お祝いクッキーの栄養価は含んでいません。

ホットドッグ　牛乳　野菜チップス
フルーツヨーグルト　お祝いクッキー

学校祭

8 火
米パン　牛乳　うずら卵フライ　ゆでキャベツ
さつまいものシチュー　いちごゼリー

9 水
セルフおさかな丼　牛乳　ピーナッツ和え
みそけんちん汁　みかん

特別支援学級
合同宿泊学習

（～１０日）

10 木
麦ごはん　牛乳　小山産納豆　秋野菜の煮物
白菜のみそ汁

地場産物の日

11 金
セルフハムチーズサンド　牛乳　大学芋
ジュリエンヌスープ

14 月
パイン米パン　牛乳　焼きそば　五目スープ
手作りアーモンドフィッシュ

15 火
きのこカレー（麦ごはん）　牛乳　わかめサラダ
にっこり梨

特別日課

減量チョコチップパン 牛乳 白いんげん豆のペンネ
はと麦入り角切り野菜スープ　皮付きりんご

16 水
ごはん　味付けのり　牛乳　ぶりと大根のうま煮
キャベツのみそ汁

17 木
はと麦ごはん　牛乳　麻婆豆腐　きのこスープ
ヨーグルト

22 火
ごはん　しそかつおふりかけ　牛乳
鶏肉のごまだれ焼き　のりあえ　すいとん

６年社会科見学

18 金
セルフひじきごはん　牛乳　れんこんはさみ揚げ
田舎汁　みかん

21 月

24 木
セルフ中華丼(麦ごはん) 牛乳 ミルメークコーヒー
カクテキ　わかめスープ

４年社会科見学

25 金
アーモンドトースト　牛乳　こんにゃくサラダ
ポークビーンズ　キウイフルーツ

５年体験学習

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。

28 月
減量コッペパン　とちおとめ苺ジャム　牛乳
わかさぎフリッター ほうれん草ソテー カレーうどん

29 火
セルフ鮭ごはん（麦ごはん）　牛乳　おかか炒め
おでん

30 月
ごはん　牛乳　ダッカルビ　春雨スープ
かぼちゃプリン

かんしゃして食べよう！

１１月の給食目標

１１月8日（火）の「さつま芋のシチュー」は、城南小の

みんなが育てて収穫した「さつま芋」を使用します。今

年も、いろんな形のさつまいもができました♪お味は

いかがでしょう？さつま芋の栽培・収穫を通して、食べ

物ができるまでの大変さやありがたさを知ってもらえ

たら嬉しいです。

（放射性物質は検出されていません。ご安心ください）

城南小産「さつまいも」が

給食に登場します！

小山市内小・中学校の給食食材の放射性物質検査を実施しています。検査結果は小山

市ホームページをご覧ください。小山市ホームページ→http://www.city.oyama.tochigi.JP/


