
給食献立予定表　　　
エネルギー(Kcal)

たんぱく質(g)
脂質(％)

全１9回 たんぱく質 無機質 炭水化物 エネルギー 塩分相当量(g)

ソーセージ ぎゅうにゅう ピーマン たまねぎ しょくパン サラダあぶら 602
ぶたにく チーズ にんじん マッシュルーム ワンタン 27.7

わかめ とうもろこし しいたけ　もやし 35.0
きゅうり　にら キャベツ　ねぎ 3.6

とりにく ぎゅうにゅう にんじん たけのこ こめ サラダあぶら 656
さわら こんぶちゃ ほうれんそう しいたけ さとう 32.1
かまぼこ しめじ きゅうり かしわもち 22.0

2.8

おとん のり こまつな ごぼう こめ サラダあぶら 541
にんじん たまねぎ しらたき 23.1
にら もやし じゃがいも 20.0

キャベツ さとう 2.4
さけ ぎゅうにゅう にんじん キャベツ こめ サラダあぶら 583
かつおぶし さやえんどう ごぼう ごま 29.4
なまあげ チンゲンサイ たけのこ 21.6

2.2
ぶたにく ぎゅうにゅう にんじん たまねぎ こめ ごまあぶら 673
エビボール ほうれんそう セロリ はるさめ 27.2
エビボール えのきたけ もやし　にら 27.8

しいたけ はくさい 3.0
ぶたにく ぎゅうにゅう あおな キャベツ こめ サラダあぶら 671
とうふ ししゃも にんじん ごぼう こんにゃく ごま 23.6

ねぎ じゃがいも 28.8
だいこん パンこ 2.6

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 619
ベーコン こなチーズ パセリ　セロリ マッシュルーム マカロニ 26.1

トマトピューレ にんにく パンこ 30.3
パイナップル かんぴょう じゃがいも 2.2

まぐろ ぎゅうにゅう にんじん グリンピース こめ サラダあぶら 610
かつおぶし わかめ ねりうめ キャベツ しらたき ごま 24.8
とうふ たまねぎ きゅうり さとう 28.0

もやし 2.5
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 659

だっしふんにゅう おかひじき たまねぎ おおむぎ 20.4
とうもろこし ふくじんづけ じゃがいも 21.3
きゅうり キャベツ さとう 2.8

おやまわぎゅう ぎゅうにゅう にんじん しいたけ こめ サラダあぶら 553
あぶらあげ しおこんぶ にら かんぴょう さとう ごま 21.7
たまご のり キャベツ ごぼう でんぷん 25.6

きゅうり えだまめ 2.5
ぶたにく ぎゅうにゅう にんじん だいこん こめ サラダあぶら 612
だいず しらす うめぼし ごぼう さとう ごま 21.9
かつおぶし こんぶ さやえんどう たまねぎ じゃがいも 20.6

2.1
ぶたにく ぎゅうにゅう にんじん キャベツ こめパン サラダあぶら 590
ハム あおのり チンゲンサイ たまねぎ やきそばめん 26.5

チーズ もやし しいたけ さとう 31.9
きくらげ 3.2

ぶたにく ぎゅうにゅう ピーマン しいたけ こめ サラダあぶら 648
エビ たけのこ にんにく こむぎこ 26.7
たまご にんじん しょうが　ねぎ でんぷん 23.3

あさつき とうもろこし 2.4
とりにく ぎゅうにゅう こまつな もやし こめ サラダあぶら 626
あぶらげ にんじん しょうが おおむぎ ごま 26.2

だいこん とうもろこし こんにゃく バター 22.6
ねぎ ごぼう さとう 2.9

もろ ぎゅうにゅう にら しょうが でんぷん サラダあぶら 641
かつおぶし にんじん もやし さといも ごま 25.2

ねぎ ごぼう さとう 24.0
だいこん 2.6

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 709
とうふ きゅうり しょうが ごこくブレンド ごま 25.9

グリンピース ねぎ　もやし でんぷん 22.6
アセロラ たまねぎ さとう 2.1

とりにく ぎゅうにゅう パセリ レモン こめパン サラダあぶら 657
ベーコン チーズ にんじん たまねぎ さとう バター 31.0

さやえんどう とうもろこし でんぷん 38.9
セロリ キャベツ じゃがいも 3.2

あぶらあげ ぎゅうにゅう にんじん しいたけ こめ サラダあぶら 609
めばる ひじき なめこ えだまめ さとう 24.4
とうふ ねぎ きりぼしだいこん でんぷん 26.5

みずな きゅうり 2.8
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 698
とりにく いんげん しめじ じゃがいも 27.7
なまあげ こまつな しらたき 26.2

さとう 1.8

※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。 ※小学校中学年１人１回あたりの学校栄養摂取基準　エネルギー６４０kcal　たんぱく質２４ｇ　脂質１９．６ｇ

※「こんにゃく」はエネルギーはほとんどありませんが、芋が原料なので「熱や力になる（炭水化物）」はたらきに分けます。

30 火
ひじきごはん　牛乳　メバル竜田揚げ
切干大根のはりはり漬　なめこ汁

31 水
ごはん　小山産納豆　牛乳　じゃが芋のそぼろ煮
小松菜のみそ汁

26 金
米パン　牛乳　鶏肉のレモン煮　ポテトのチーズ煮
ジュリエンヌスープ

29 月 運動会振替休日

24 水
ごはん　牛乳　モロのケチャップソース和え　おひたし
根菜のごま汁

25 木
五穀ごはん　牛乳　麻婆豆腐　バンサンスー
アセロラゼリー

22 月
ごはん　牛乳　青椒肉絲　えび焼売
はと麦入りとうもろこしスープ

23 火 三色丼（麦ごはん）　牛乳　豆腐とわかめのみそ汁

18 木
ごはん　手作りじゃこふりかけ　牛乳
豚肉と大豆のさっぱり煮　きぬさやのみそ汁

19 金 チーズ米パン　牛乳　焼きそば　五目スープ ６年歴史学習

16 火
麦ごはん　牛乳　ポークカレー　福神漬　おかひじきサラダ
お誕生日デザート（４月・５月誕生児童のみ）

17 水 おやま和牛寿司　牛乳　昆布漬　かきたま汁 地場産物の日

12 金
米パン　牛乳　手作りグラタン　かんぴょう入りミネストローネ
フローズンパイン

15 月 おさかな丼　牛乳　おかか梅和え　田舎汁

10 水
ごはん　牛乳　豚肉のソース漬け　えのき和え
えびボールスープ

11 木 菜めし　牛乳　ししゃもフライ（ソース）　ゆでキャベツ　豚汁

8 月 おとんの豚丼　はと麦茶　のり和え　キャベツのみそ汁 おやま わ食の日

9 火 ごはん　牛乳　鮭のごま風味焼き　おかか炒め　五月汁

4 木 みどりの日

5 金 こどもの日

2 火
たけのこごはん　牛乳　鰆の西京焼き　即席漬　すまし汁
柏もち

子どもの日献立

3 水 憲法記念日

（ごはん１5回　パン4回）　 ビタミン

1 月 ピザトースト　牛乳　わかめサラダ　ワンタンスープ

５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

５月の給食目標

楽しい給食にしよう！


