
給食献立予定表　　　
エネルギー(Kcal)

たんぱく質(g)

脂質(％)

全１５回 たんぱく質 無機質 炭水化物 エネルギー 塩分相当量(g)

ぶたにく ぎゅうにゅう にんじん にんにく こめ サラダあぶら 655

あぶらあげ わかめ ほうれんそう きりぼしだいこん おおむぎ ごま 23.7

とうふ レモン　さくらんぼ もやし さとう 24.2

ねぎ とうもろこし 2.2

モロ ぎゅうにゅう チンゲンサイ しょうが こめ サラダあぶら 623

たまご にんじん にんにく こめこ 28.1

さやえんどう もやし でんぷん 25.1

うど えのきたけ さとう 2.7

ぶたにく ぎゅうにゅう にんじん プルーン こめ サラダあぶら 646

ベーコン ピーマン たまねぎ おおむぎ バター 21.9

とうにゅう パセリ キャベツ さとう 24.0

いちご とうもろこし 1.7

ぶたにく ぎゅうにゅう にんじん たまねぎ こめパン サラダあぶら 552

とりにく あおのり ほうれんそう マッシュルーム さとう ごま 26.7

ベーコン はくさい パンこ 30.5

じゃがいも 3.3

やきぶた ぎゅうにゅう にんじん たけのこ　たまねぎ こめ サラダあぶら 629

たまご こまつな しいたけ　もやし はるまきのかわ ごま 20.3

あさつき グリンピース さとう 30.6

とうもろこし しょうが　ねぎ でんぷん 3.0

さけ ぎゅうにゅう パセリ たまねぎ こめ サラダあぶら 667

あぶらあげ こなチーズ にんじん きりぼしだいこん さとう マヨネーズ 28.1

ほうれんそう しいたけ じゃがいも 29.3

キャベツ 2.6

おとん ぎゅうにゅう にんじん にんにく こめ サラダあぶら 623
（小山産豚肉） にら しいたけ さとう ごま 24.7

たまご こまつな たまねぎ はとむぎ 28.7

ベーコン レタス 1.7

ぶたにく ぎゅうにゅう にんじん たまねぎ こめ サラダあぶら 595

しらす さやいんげん たけのこ さとう ごま 21.8

わかめ みずな じゃがいも 19.2

しらたき 2.4

ぶたにく 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 676

だいず トマト キャベツ ココア ごま 25.2

きゅうり さとう 36.6

とうもろこし じゃがいも こんにゃく 2.6

とりにく ぎゅうにゅう ほうれんそう もやし こめ サラダあぶら 637

かつおぶし わかめ にんじん とうもろこし でんぷん ごま 25.0

たまねぎ さとう 22.3

2.4

ぶたにく ぎゅうにゅう にんじん たまねぎ こめ サラダあぶら 656

とうふ チンゲンサイ ねぎ おおむぎ 24.7

りんご グリンピース でんぷん 32.5

しいたけ さとう はるさめ 2.1

いわし ぎゅうにゅう にんじん たけのこ こめ サラダあぶら 676

とりにく わかめ さやえんどう さとう ごま 33.3

たまご ほうれんそう こんにゃく 25.8

かつおぶし ゆば でんぷん 3.1

ぶたにく ぎゅうにゅう にんじん にんにく こめ サラダあぶら 693

ヨーグルト ナタデココ たまねぎ おおむぎ 20.5
だっしふんにゅう ぶどう ふくじんづけ じゃがいも 20.8

みかん パイン さとう 2.1

ハム ぎゅうにゅう にんじん たまねぎ こめパン サラダあぶら 610

ベーコン こなチーズ トマト マッシュルーム スパゲティ 26.3

ピーマン キャベツ じゃがいも 27.6

パセリ とうもろこし 3.3

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月給食食材の放射性物質測定結果について 区分 低学年 中学年 高学年

　　　　３月　７日（火）使用のもやし（栃木県産） ３月１４日（火）使用のだいこん（千葉県産） エネルギー ５３０kcal ６４０kcal ７５０kcal

　　　　３月２３日（木）使用のもやし（栃木県産） ３月１３日（月）～１６日（金）の給食 たんぱく質 ２０ｇ ２４ｇ ２８ｇ

　　　すべての食材・給食で、放射性ヨウ素・放射性セシウムともに定量下限値（２５Bq/ｋｇ）未満でした。 脂質

塩分相当量 ２ｇ未満

入学式
給食開始

４月
小山市立小山城南小学校

日 曜 献 立 名
主 な 材 料

行事・その他血 や 肉 に な る 体の調子を整え 熱 や 力 に な る
（ごはん１１回　パン４回）　 ビタミン

11 火 ビビンバ丼（麦ごはん）　牛乳　わかめスープ　さくらゼリー

12 水
ごはん　牛乳　モロのみそがらめ　もやしの香味炒め
うどのかき玉汁

13 木
ドライカレー（麦ごはん）　牛乳　春キャベツのスープ
入学・進級祝いゼリー

１年生給食開始

14 金
米パン　牛乳　ハンバーグトマトソースかけ　粉ふき芋
野菜スープ

特日課

17 月 チャーハン　牛乳　春巻（１こ）　ナムル　とうもろこしスープ

18 火
ごはん　牛乳　鮭のマヨネーズ焼き　切干大根の煮物
キャベツのみそ汁

19 水 ごはん　牛乳　スタミナ焼き　はと麦入りレタスと卵のスープ 地場産物の日
授業参観・PTA総会

20 木 じゃこごはん　牛乳　肉じゃが　若竹汁

21 金 ココア揚げパン　牛乳　こんにゃくサラダ　ポークビーンズ

24 月
ごはん　牛乳　鶏肉のごま風味　おひたし
じゃが芋とわかめのみそ汁

家庭訪問

25 火 麦ごはん　牛乳　麻婆豆腐　春雨スープ　りんご 家庭訪問

家庭訪問

26 水
わかめごはん　牛乳　いわしのごまみそ煮
たけのこのおかか煮　ゆばたま汁

27 木
麦ごはん　牛乳　ポークカレー　福神漬
フルーツヨーグルト

家庭訪問

エネルギーの２５～３０％

２．５ｇ未満

28 金 米パン　牛乳　スパゲティナポリタン　角切り野菜スープ

４月の給食目標

協力して準備をしよう！


