
給食献立予定表　　　
エネルギー(Kcal)

たんぱく質(g)
脂質(ｇ)

全２１回 塩分相当量(g)

とりにく ぎゅうにゅう こめ ごま にんじん ねぎ 629
あぶらあげ ひじき さとう サラダあぶら こまつな にんにく 28.0
だいず みそ じゃがいも しらたき たまねぎ しめじ 15.4

2.9
さんま ぎゅうにゅう こめ サラダあぶら にんじん だいこん 724
あぶらあげ みそ さといも こんにゃく ほうれんそう レモン 25.9
とうふ くり さといも みかん ねぎ 23.7

2.3
ぶたにく ぎゅうにゅう こめ サラダあぶら にんじん ごぼう 633
おやまさんなっとう こんにゃく ごま こまつな たまねぎ 25.3
さつまあげ みそ さとう れんこん 17.6
なまあげ 2.0
まぐろ ぎゅうにゅう しらたき サラダあぶら ほうれんそう グリンピース 640
とうふ みそ こんにゃく ごま にんじん もやし 26.4

じゃがいも さとう ねぎ しめじ 19.2
2.5

ぶたにく ぎゅうにゅう こめパン ココア にんじん たまねぎ 670
だいず さとう トマト キャベツ 27.4

じゃがいも ブロッコリー とうもろこし 31.8
パプリカ 2.0

サワラ ぎゅうにゅう こめ マーガリン にんじん きりぼしだいこん 625
たまご さとう ごま かんぴょう みずな 25.7

でんぷん しいたけ きゅうり 15.8
ほうれんそう ブルーベリー 2.5

おとん ぎゅうにゅう こめ サラダあぶら にら たまねぎ 632
あぶらあげ みそ ごま マヨネーズ にんじん キャベツ 25.7
とうふ こまつな もやし 20.1

ねぎ　ごぼう しいたけ 2.4
ぶたにく ぎゅうにゅう こめ サラダあぶら にんじん にんにく 705
ひよこまめ だっしふんにゅう おおむぎ じゃがいも ふくじんづけ たまねぎ 21.4

わかめ キャベツ とうもろこし 17.9
きゅうり りんご　きょほう 2.5

まぐろ ぎゅうにゅう コッペパン マヨネーズ パセリ たまねぎ 670
ベーコン さとう サラダあぶら にんじん とうもろこし 23.8

じゃがいも さやえんどう にんにく 30.5
セロリ キャベツ 3.0

ぶたにく ぎゅうにゅう こめ ごま こまつな たまねぎ 584
なまあげ しらす じゃがいも しらたき にんじん レモン 21.8
みそ かつおぶし さとう さやいんげん かぶ 14.6

かぶのは 2.6
ぶたにく ぎゅうにゅう こめ サラダあぶら にんじん にんにく 651
とうふ わかめ おやまさんはとむぎ あさつき しょうが 26.6
たまご かいそうミックス さとう ごま ねぎ たまねぎ 18.3

でんぷん もやし グリンピース 2.3
とりにく ぎゅうにゅう こめ サラダあぶら にら レモン 649
ベーコン わかめ でんぷん さとう あおな もやし 27.1
みそ こめこ じゃがいも パプリカ キャベツ 17.8

たまねぎ しめじ 3.8
さば ぎゅうにゅう こめ なたねあぶら チンゲンサイ しょうが 691
おとん さとう さといも にんじん にんにく 26.5
おやまわぎゅう こんにゃく しめじ もやし 21.9

ねぎ ごぼう 2.5
ベーコン ぎゅうにゅう こめパン サラダあぶら かぼちゃ たまねぎ 659
あさり だっしふんにゅう さつまいも さとう にんじん マッシュルーム 22.3

みずあめ ごま パセリ りんご 25.3
2.1

ぶたにく ぎゅうにゅう こめ サラダあぶら にら たまねぎ 636
あぶらあげ ひじき さとう ごま にんじん にんにく 24.9
みそ しめじ だいこん 19.3

しいたけ キャベツ 2.3
さけ ぎゅうにゅう こめ サラダあぶら にんじん しいたけ 578
あぶらあげ さとう きりぼしだいこん 27.7
かまぼこ ほうれんそう しめじ 12.8

2.4
とりにく ぎゅうにゅう こめ サラダあぶら こまつな ねぎ 661
レバー みそ でんぷん ごま にんじん えのきたけ 27.2
あぶらあげ さとう にら はくさい 19.4

2.8
おやまわぎゅう ぎゅうにゅう こめ なたねあぶら にんじん ごぼう 658
ゆば わかめ さといも ごま さやいんげん だいこん 26.7
たまご こんにゃく でんぷん ほうれんそう しめじ 19.6

さとう くり かんぴょう 2.7
とりにく ぎゅうにゅう こめパン サラダあぶら にんじん たまねぎ 662
かまぼこ きびなご うどん ごま こまつな ねぎ 29.3

さとう もやし はくさい 25.3
3.5

モロ にゅうせいひん こめ サラダあぶら チンゲンサイ しょうが 639
ベーコン わかめ こめこ さとう だいこんのは もやし 25.1
みそ でんぷん かぼちゃ しめじ 12.0

ねぎ だいこん 2.8
おとん ぎゅうにゅう こめ なたねあぶら にんじん たまねぎ 631
とうふ のり しらたき ごま ほうれんそう しいたけ 27.6

みそ さとう なめこ もやし 16.8
にっこりなし ねぎ 2.5

（ごはん１７回　パン４回）　 血 や 肉 に な る 熱 や 力 に な る 体 の 調 子 を 整 え る

2 月
ごはん　牛乳　鶏肉の七味焼き　大豆の磯煮
じゃが芋と小松菜のみそ汁

１０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 き い ろ み ど り

3 火
栗ごはん　牛乳　さんまの塩焼き　大根おろし煮
みそけんちん汁　十五夜ゼリー

十五夜献立

4 水
ごはん　牛乳　小山産納豆　変わりきんぴら
小松菜と生揚げのみそ汁

６年生修学旅行

9 月 体育の日

10 火
人参ごはん　牛乳　さわらのねぎみそ焼き
切干大根はりはり漬け　かきたま汁　ブルーベリーゼリー

目の愛護デー献立

5 木 おさかな丼　牛乳　ナムル　いものこ汁
６年生修学旅行
１年生秋の遠足

6 金
ココア揚げ米パン　牛乳　ブロッコリーサラダ
ポークビーンズ

13 金
ツナサンド　牛乳　ジャーマンポテトサラダ
ジュリエンヌスープ

16 月 じゃこごはん　牛乳　塩肉じゃが　かぶのみそ汁

11 水
ふゆみずたんぼ米ごはん　牛乳　おとんのオイマヨ焼き
おひたし　具だくさんみそ汁

地場産物の日

12 木 ひよこ豆入りカレー（麦ごはん）　牛乳　わかめサラダ　巨峰 特日課

19 木 ごはん　牛乳　さばのみそ煮　もやしの香味炒め　芋煮 特日課
とちぎ地産地消献立

20 金 パンプキン米パン　牛乳　大学芋　あさりチャウダー　りんご

17 火 はと麦ごはん　牛乳　麻婆豆腐　海の野菜スープ
特日課

就学時健診

18 水
にらごはん　牛乳　鶏肉のレモン煮　野菜ソテー
じゃが芋とわかめのみそ汁

25 水
ごはん　牛乳　焼き鳥風煮　小松菜のごま炒め
白菜とにらのみそ汁

26 木
わかめごはん　牛乳　秋野菜の煮物
ゆばとかんぴょうのかきたま汁

とちぎ地産地消献立

23 月
ごはん　ひじきふりかけ　牛乳　豚肉の和風きのこスープ
キャベツのみそ汁

お米ウィーク
（～２７日）

24 火
ごはん　牛乳　鮭のちゃんちゃん焼き　切干大根の煮物
すまし汁

お誕生日デザート

31 火 豚丼　牛乳　のり和え　なめこ汁　にっこり梨 とちぎ地産地消献立

※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

27 金
米パン　牛乳　きびなごかりかりフライ　ごま和え
カレーうどん

28 土 　　　　　　　　　　献立はひ♡み♡つ♡ 城南祭

１０月の給食目標

バランスのとれた食事をしよう！

９月給食食材の放射性物質測定結果について

９月５日（火）使用のにんじん（北海道産） ９月２１日（木）使用のトマト（青森県産） ９月２８日（木）使用のキャベツ（群馬県産）

９月１１日（月）～１５日（金）の給食 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。


