
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)

ホキ ぎゅうにゅう キャベツ たまねぎ パン サラダあぶら 634
たまご ベーコン にんじん セロリー さとう こむぎこ 28.2

ヨーグルト かんぴょう トマトピューレ パンこ じゃがいも 19.9
パセリ はとむぎ 2.6

のり ぎゅうにゅう おくら にんじん こめ サラダあぶら 611
イカ　わかめ あかみそ ねぎ さとう おおむぎ 28.5
かつおぶし にぼし ごま 14.1
とうふ あぶらあげ 3.0
ぶたにく ぎゅうにゅう にんじん もやし こめ サラダあぶら 596
とうふ かまぼこ にら チンゲンサイ さとう ごま 23.2
もずく たまご パイン 17.0

2.2
ぶたにく ぎゅうにゅう ねぎ にんじん こめ サラダあぶら 687
みそ とうふ たまねぎ エリンギ さとう でんぷん 26.8
ぎょうざ グリンピース きゅうり はるさめ ごま 21.5

もやし 2.2
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 656

ナス トマト かぼちゃ さとう 28.2
ピーマン ふくじんづけ 18.6
パイン　もも みかん 2.8

さんま とうふ かんぴょう にんじん こめ サラダあぶら 699
はなかつお こまつな ごぼう ごこくまい こめこ 26.9
かまぼこ だいこん しめじ さとう ごま 24.4

えのき ねぎ さといも はとむぎちゃ 2.9
ぶたにく ぎゅうにゅう パイン きゅうり こめパン サラダあぶら 625
だいず みそ にんじん もやし うどん でんぷん 25.7
たまご たけのこ ねぎ さとう コーン 18.5

たまねぎ チンゲンサイ 3.1
さば ぎゅうにゅう にんじん たまねぎ こめ サラダあぶら 655
ひじき あぶらあげ こまつな さとう こんにゃく 28.2
にぼし だいず じゃがいも 18.6
みそ 2.8
ぶたにく ぎゅうにゅう にんじん たけのこ こめ サラダあぶら 608
イカ たまご キャベツ しいたけ さとう でんぷん 22.3
わかめ きくらげ ねぎ ごま 15.0

たまねぎ 2.6
オムレツ 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 648
ベーコン たまご にんじん たまねぎ さとう いちごジャム 25.4

トマト パセリ こんにゃく コーン 27.5
でんぷん 3.0

とりにく ぎゅうにゅう たまねぎ さやいんげん パン サラダあぶら 617
ハム ヨーグルト にんじん モロヘイヤ さとう バター 29.1
ベーコン えのき コーン じゃがいも 19.8

3.1
ぶたにく ぎゅうにゅう ごぼう にんじん こめ サラダあぶら 642
だいず ベーコン たまねぎ なす さとう バター 21.8

プルーン ピーマン じゃがいも 16.5
こまつな にら　なし 1.9

ぶたにく ぎゅうにゅう ピーマン たけのこ こめ サラダあぶら 569
ベーコン とうふ にんじん しいたけ さとう でんぷん 24.0
たまご レタス 15.4

2.5
まぐろツナ ぎゅうにゅう にんじん グリンピース こめ サラダあぶら 644
かいそうミックス ベーコン キャベツ きゅうり しらたき さとう 22.7
たまご たまねぎ しめじ ごま コーン 19.1

えのき　みかん しいたけ 2.5
ベーコン ぎゅうにゅう たまねぎ マッシュルーム アップルパン サラダあぶら 657
ハム チーズ トマトピューレ なす スパゲティ さとう 22.2

にんじん キャベツ じゃがいも コーン 23.5
3.0

ししゃも ぎゅうにゅう にら キャベツ こめ サラダあぶら 643
とりにく とうふ にんじん たまねぎ ごま さとう 25.0
はなかつお たまご ねぎ 20.4

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 700
とりにく たまご セロリー しいたけ おおむぎ さとう 28.5
とうふ とうがん ねぎ じゃがいも ごま 19.1

こまつな 3.0
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 664
ウインナー ピーマン こまつな さとう バター 18.2

もやし キャベツ コーン ごま 17.7
じゃがいも 2.7

ソーセージ ぎゅうにゅう たまねぎ しめじ パン サラダあぶら 651
エビボール チーズ ピーマン にんじん コーン さとう 27.6

ヨークアシド キャベツ にら　もも はるさめ 24.8
しいたけ パイン　みかん 3.1

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 663
とりにく はなかつお さやいんげん しめじ おおむぎ じゃがいも 25.5
とうふ ねぎ しらたき 16.2

1.8

30 火
麦ごはん　牛乳　じゃがいものそぼろ煮
すまし汁　小山市産納豆

26 金
ジャンバラヤ　牛乳　ゆで野菜サラダ
じゃがいもとキャベツのスープ　ぶどうゼリー

29 月
ピザトースト　牛乳　エビボールスープ
フルーツヨーグルトのいちごソース

24 水
にらごはん　牛乳　かみなり汁　ゆでキャベツ
ししゃもフライ(1,2年1人1本,3年～1人2本)

25 木
麦ごはん　牛乳　豚肉のケチャップソースがらめ
冬瓜と鶏ひき肉のスープ　粉ふきいも

19 金
おさかな丼　牛乳　きのこスープ
海藻サラダ　冷凍みかん

22 月
アップルパン　牛乳　ナスとトマトのスパゲティ
角切り野菜スープ

17 水
【地場産物の日】
ドライカレー　牛乳　野菜スープ
小山市産梨

地場産物の日

18 木
ごはん　牛乳　チンジャオロース
レタスと卵のスープ　ミニ冷や奴

12 金
コッペパン　栃木県産いちごジャム　牛乳
トマトのスープ　オムレツ　こんにゃくサラダ

16 火
黒パン　牛乳　タンドリーチキン
モロヘイヤスープ　カラフルポテト

10 水
ごはん　牛乳　サバのスタミナ焼き
じゃがいもと小松菜のみそ汁　大豆の磯煮

11 木
中華丼　牛乳　わかめスープ
アセロラゼリー

8 月
【わ食の日】【十五夜献立】
五穀ごはん　はと麦茶　サンマの蒲焼き
きのこけんちん汁　かんぴょうのごま酢あえ

わ食の日
十五夜献立

9 火
【岩手県郷土料理】
パインパン　牛乳　じゃじゃ麺
卵スープ

岩手県郷土料理

4 木
ごはん　牛乳　麻婆豆腐
揚げギョウザ(一人2ヶ)　バンサンスー

5 金
夏野菜カレー　牛乳
フルーツポンチ

2年ぶどうがり

はと麦使用

2 火
麦ごはん　牛乳　味付けのり　イカの薬味焼き
豆腐とわかめのみそ汁　おくらのおひたし

3 水
ごはん　牛乳　豚肉とにらのチャンプルー
もずくスープ　冷凍パイン

（ごはん１４回　パン６回）　 血 や 肉 に な る 体 の 調 子 を 整 え る 熱 や 力 に な る

1 月
セルフフィッシュバーガー　牛乳
はと麦入りミネストローネ　栃木県産ヨーグルト

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

⑨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。

９月の給食目標

上手に片づけよう

あなたの秋はどんな秋？
夏休みが終わり、２学期が始まりました。まだまだ暑い日が続いていま

すが、夜はだんだんと涼しくなり、虫の鳴き声に秋の訪れを感じる今日こ

のごろです。秋は、過ごしやすい気候のため、昔からさまざまな行事が

行われ、『スポーツの秋』や、『芸術の秋』などといわれます。

また、たくさんの作物が収穫の時期を迎え、海では脂ののった魚がた

くさんとれる季節ということもあり、『食欲の秋』ともいわれますね。この

季節ならではのおいしい味覚を楽しみましょう。

○○の秋…みなさんはどんな秋を過ごしますか？

小山市の指導で、８日(月)のわ食の日

には、牛乳とはとむぎ茶が出ます。給食

には、はとむぎ茶を出し、牛乳は業間に

飲むことになります。


