
給食献立予定表　　　
エネルギー(Kcal)

たんぱく質(g)

脂質(％)

全１3回 塩分相当量(g)

たまご ぎゅうにゅう にんじん たまねぎ こめ サラダあぶら 683

ちりめんじゃこ いんげん ねぎ おおむぎ ごま 20.2

さくらえび なす きゅうり こむぎこ 29.5

さとう 2.9

さば ぎゅうにゅう こまつな もやし こめ 644

とうふ のり にんじん だいこん じゃがいも 23.5

ねぎ こんにゃく 30.7

2.2

とりにく ぎゅうにゅう にんじん にんにく こめ サラダあぶら 620

たまご のり にら しょうが さとう 27.1

あさつき たまねぎ でんぷん 22.8

とうもろこし ねぎ はとむぎ 2.4

なると ぎゅうにゅう にんじん えだまめ こめ サラダあぶら 676

かまぼこ ひじき みずな とうもろこし じゃがいも ごま 22.5

レモン きゅうり さとう 23.2

ナタデココ キャベツ 3.8

まぐろ ぎゅうにゅう パセリ たまねぎ コッペパン サラダあぶら 656

ベーコン チーズ トマト とうもろこし マカロニ マヨネーズ 28.5

とうふ あさつき でんぷん バター 40.0

3.3

ぶたにく ぎゅうにゅう トマト にんにく こめ サラダあぶら 643

ぎゅうにく こなチーズ にんじん たまねぎ さとう ごま 24.1

だいず もずく あさつき キャベツ 22.0

かまぼこ みかん ねぎ 2.6

ぶたにく ぎゅうにゅう にんじん ごぼう こめ サラダあぶら 687

かつおぶし しらす いんげん かんぴょう じゃがいも ごま 26.0

たまご こんぶ にら さとう 22.8

ゆば しらたき でんぷん 2.9

おとん（小山産豚肉） にんじん にんにく　しょうが こめ サラダあぶら 723

とうふ ぎゅうにゅう かぼちゃ ふくじんづけ おおむぎ 24.6
トマト　こまつな たまねぎ 26.0

とうもろこし もやし　きゅうり 2.5

やきぶた ぎゅうにゅう にんじん たまねぎ こめ サラダあぶら 691

とりにく とうがん グリンピース こむぎこ 25.5

とうふ しょうが　ねぎ きゅうり はるさめ 31.8

しいたけ もやし　みつば さとう 3.9

ベーコン ぎゅうにゅう にんじん にんにく こめパン サラダあぶら 641

まぐろ こなチーズ トマト たまねぎ スパゲティ 28.2

キャベツ ミックスビーンズ 34.0

2.6

ぶたにく ぎゅうにゅう にんじん にんにく　しょうが こめ サラダあぶら 708

とうふ モロヘイヤ たまねぎ おおむぎ 26.9

ベーコン えのっきたけ ねぎ　なす さとう 26.4

とうもろこし グリンピース でんぷん 2.2

あじ ぎゅうにゅう あおな キャベツ こめ サラダあぶら 698

とりにく にんじん たまねぎ パンこ ごまあぶら 28.6

とうふ ねぎ 30.9

たまご 3.0

ぶたにく ぎゅうにゅう にんじん たけのこ こめパン サラダあぶら 688

わかめ とうもろこし しいたけ さとう 26.8

きゅうり にんにく うどん 29.3

いちご　ねぎ たまねぎ 3.1

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。

（ごはん１0回　パン3回）　 血 や 肉 に な る 体 の 調 子 を 整 え る 熱 や 力 に な る

3 月
手作りかき揚げ丼（麦ごはん）　牛乳　やみつききゅうり
いんげんとなすのみそ汁

７月
小山市立小山城南小学校

日 曜 献 立 名
主 な 材 料

行事・その他あ か み ど り き い ろ

6 木
枝豆ごはん　牛乳　星ポテト　ひじきサラダ　七夕汁
ソーダゼリー

七夕献立

7 金 ツナサンド　牛乳　チーズマカロニ　トマトのスープ

4 火 ごはん　牛乳　鯖のカレー焼き　のり和え　具だくさんみそ汁

5 水
ごはん　味付きのり　牛乳　ダッカルビ
はと麦入りとうもろこしスープ

12 水
夏野菜カレー（麦ごはん）　牛乳
豆腐サラダ（和風ドレッシング）

地場産物の日

13 木 チャーハン　牛乳　春巻　バンサンスー　冬瓜スープ 特別日課

10 月 タコライス　牛乳　もずくスープ　冷凍みかん 特別日課

11 火
ふゆみず田んぼ米ごはん　手作りじゃこふりかけ　牛乳
ピリ辛肉じゃが　ゆばたま汁

特別日課

18 火
麦ごはん　牛乳　なす入り麻婆豆腐　ゆでとうもろこし
モロヘイヤスープ

特別日課

19 水
菜めし　牛乳　あじフライ（ソース）　千切りキャベツ
かみなり汁　みかんタルト（７月誕生児童のみ/栄養価は含みません）

お誕生日デザート
（７月誕生児童のみ）

14 金 米パン　牛乳　ツナとトマトのスパゲティ　お豆のスープ 特別日課

17 月 海の日

20 木
キャロット米パン　牛乳　じゃじゃ麺　わかめスープ
とちおとめ苺アイス

終業式

７月の給食目標

何でも食べよう！

５月・６月給食食材の放射性物質測定結果について

５月２２日（月）～２６日（金）の給食 ６月１日（木）使用のたまねぎ（栃木県産）

６月９日（金）使用のたまねぎ（栃木県産） ６月２３日（金）使用のにんじん（栃木県産）

６月２９日（木）使用のきゅうり（栃木県産）

すべての給食・食材で、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。

２学期は ９月１日（金） 始業式＆給食開始 です！
給食セット、給食当番用白衣の準備をお願いします。

併せて、ボタンやゴムの確認・修繕もお願いします。


