
給食献立予定表　　　
エネルギー(Kcal)

たんぱく質(g)
脂質(ｇ)

全２０回 塩分相当量(g)

くろまめ ぎゅうにゅう こめ ごま にんじん キャベツ 702
とりにく しおこんぶ もちごめ ほうれんそう きゅうり 26.2
あぶらあげ さといも たまねぎ えだまめ 18.1
みそ くわい ねぎ 2.5
ぶたにく ぎゅうにゅう こめパン サラダあぶら にんじん にんにく　しょうが 594
ベーコン のり スパゲティ ピーマン マッシュルーム 26.0
ミックスビーンズ チーズ さとう たまねぎ しめじ　いちご 21.6

とうもろこし キャベツ 2.6

とうふ ぎゅうにゅう こめ ごま あおな キャベツ 677
とりにく ししゃも パンこ サラダあぶら にんじん ごぼう 23.9
あぶらあげ でんぷん しめじ しょうが 23.8

こんにゃく ねぎ だいこん 2.8
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 698

だっしふんにゅう おおむぎ ごま キャベツ　きゅうり たまねぎ 20.9
じゃがいも さとう とうもろこし しめじ　みかん 18.4
こんにゃく ふくじんづけ えのきたけ 2.1

とりにく こめ サラダあぶら こまつな もやし 539
かつおぶし こめこ ごま にんじん えのきたけ 21.1
ぶたにく でんぷん こんにゃく ねぎ ごぼう 10.7

さとう さといも しめじ 2.0
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　しょうが 687
ハム ごこくブレンド こむぎこ ほうれんそう はくさい 28.1
とうふ でんぷん しいたけ ねぎ　たまねぎ 19.4

さとう たけのこ グリンピース 2.4
ホキ ぎゅうにゅう コッペパン サラダあぶら にんじん キャベツ 718
たまご なまクリーム パンこ さつまいも ブロッコリー たまねぎ 32.7
とりにく こむぎこ オレンジ とうもろこし 26.7

2.9
さけ ぎゅうにゅう こめ マヨネーズ にんじん ごぼう 697
あぶらあげ ひじき しらたき サラダあぶら こまつな だいこん 29.1
だいず さとう ごま ねぎ 23.5
みそ さといも 2.5
とりにく ぎゅうにゅう こめ サラダあぶら にんじん しょうが 664
みそ わかめ おおむぎ バター ほうれんそう もやし 25.1

さとう ごま みかん とうもろこし 14.6
じゃがいも たまねぎ 2.6

おとん ぎゅうにゅう こめ なたねあぶら にんじん にんにく 587
ベーコン のり さとう ごまあぶら にら しょうが 25.2
とうふ レタス キャベツ 16.0
たまご しいたけ たまねぎ 1.7
さんま ぎゅうにゅう こめ サラダあぶら こまつな もやし 720
ぶたにく のり でんぷん さといも にんじん はくさい 27.5
とうふ みそ こんにゃく ねぎ 24.0

2.7
ぶたにく ぎゅうにゅう こめパン サラダあぶら にんじん キャベツ 664
ベーコン チーズ やきそばめん アーモンド ほうれんそう しめじ 31.9
たまご かえりにぼし じゃがいも ごま たまねぎ えのきたけ 24.5

あおのり でんぷん さとう しいたけ 3.3
おとん ぎゅうにゅう こめ サラダあぶら にんじん キャベツ 711
たまご こむぎこ なたねあぶら ねぎ ごぼう 27.6
あぶらあげ パンこ さといも いちご だいこん 18.9
とうふ さとう りんご 2.6
かつおぶし ぎゅうにゅう こめ ごま さやいんげん だいこん 590
がんもどき しらす さとう にんじん しいたけ 21.8
あぶらあげ こんぶ こんにゃく ほうれんそう はくさい 16.8
みそ 2.7
ぶたにく ぎゅうにゅう こめ サラダあぶら にんじん たけのこ 644
いか おおむぎ ごまあぶら チンゲンサイ きくらげ 24.6
えび でんぷん にら　もやし はくさい　 17.0

はるさめ りんご しいたけ 2.8

きなこ ぎゅうにゅう こめパン サラダあぶら にんじん キャベツ 646
とりにく ひじき さとう ごま トマト きゅうり 28.7
だいず チーズ じゃがいも パセリ とうもろこし 28.4

たまねぎ えだまめ 2.0
おやまわぎゅう ぎゅうにゅう こめ なたねあぶら にら はくさい 648
やきどうふ かつおぶし しらたき にんじん ねぎ 26.4
ゆば みそ さとう こまつな しいたけ 20.1

たまねぎ もやし 2.8
ぶたにく ぎゅうにゅう こめ サラダあぶら にんじん たまねぎ 704
おやまさんなっとう おおむぎ しらたき きぬさや だいこん 26.6
あぶらあげ みそ じゃがいも さとう ねぎ だいこんのは 17.8

2.2
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 661
おやまわぎゅう ヨーグルト さとう バター ピーマン プルーン 23.3
ベーコン にら しいたけ 21.1

もやし 2.1
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 637
とうふ わかめ こむぎこ ごま にら キムチ 22.1
たまご はるさめ さといも ほうれんそう ねぎ 23.1

でんぷん とうもろこし もやし 3.0

（ごはん１６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

1 水 黒豆ごはん　牛乳　肉団子　昆布漬け　里芋のみそ汁

１１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

十三夜献立

2 木
米パン　牛乳　和風スパゲティ　お豆のスープ
型抜きレアチーズ（いちご味）

3 金 文化の日

8 水 ごはん　はと麦茶　揚げ鶏のごま風味　えのき和え　芋煮 おやま わ食の日

9 木
五穀ごはん　牛乳　麻婆豆腐　えびの水晶包み
五目スープ

３年生社会科見学

6 月 菜めし　牛乳　ししゃもフライ　ゆでキャベツ　豆腐団子汁

7 火
森のきのこカレー（麦ごはん）　牛乳　福神漬け
こんにゃくサラダ　お米のババロア

14 火 三色丼（麦ごはん）　牛乳　じゃが芋のみそ汁　みかん

15 水
ごはん　味付きのり　牛乳　おとんの回鍋肉
レタスと卵のスープ

地場産物の日

10 金
手作りフィッシュサンド（コッペパン）　牛乳
さつま芋のシチュー　オレンジ

４年生社会科見学

13 月 ごはん　牛乳　鮭の紅葉焼き　大豆の磯煮　根菜のごま汁

20 月 ソースカツ丼　牛乳　けんちん汁　とちおとめ苺ゼリー とちぎ地産地消献立

21 火
ごはん　手作りじゃこふりかけ　牛乳　がんもと野菜の煮物
白菜のみそ汁　　みかんタルト(栄養価は含みません）

お誕生日デザート
（11月児童のみ）

16 木
ごはん　牛乳　さんまの竜田揚げ　のり和え
さつま芋のみそ汁

17 金
チーズ米パン　牛乳　ポテト入り焼きそば　きのこスープ
手作りアーモンドフィッシュ

６年生社会科見学

24 金 きなこ揚げ米パン　牛乳　ひじきサラダ　チキンビーンズ

27 月 ごはん　牛乳　すき焼き　おひたし　ゆばと小松菜のみそ汁 とちぎ地産地消献立

22 水 中華丼（麦ごはん）　牛乳　エビボールスープ　りんご

23 木 勤労感謝の日

30 火
キムチチャーハン　牛乳　揚げ餃子　バンサンスー
わかめスープ

※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

28 火 麦ごはん　小山産納豆　牛乳　肉じゃが　大根のみそ汁 演劇鑑賞会

29 水 ドライカレー　牛乳　もやしのスープ　県産ヨーグルト 持久走大会
とちぎ地産地消献立

１０月給食食材の放射性物質測定結果について

１０月１３日（金）使用のキャベツ（茨城県産） １０月１８日（水）使用のたまねぎ（北海道産） １０月３１日（火）使用のはくさい（茨城県産）

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。

１１月の給食目標

よくかんで食べよう！


