
給食献立予定表　　　
エネルギー(Kcal)

たんぱく質(g)
脂質(ｇ)

全１９回 塩分相当量(g)

いわし ぎゅうにゅう こめ サラダあぶら にら もやし
かつおぶし こめこ ごま にんじん ごぼう
あぶらあげ だいず でんぷん こんにゃく だいこん
とうふ さとう さといも ねぎ
たまご ぎゅうにゅう こめパン マヨネーズ ブロッコリー いちご
とりにく さとう サラダあぶら にんじん カリフラワー
ベーコン スパゲティ パセリ たまねぎ
えび　いか あさり マッシュルーム

かつおぶし ぎゅうにゅう こめ ごま にんじん ねぎ
とりにく しらす さとう サラダあぶら こまつな しょうが
レバー こんぶ でんぷん ごぼう
みそ じゃがいも だいこん
シイラ ぎゅうにゅう こめ ごま こまつな ごぼう
あぶらあげ さとう サラダあぶら にんじん だいこん
ぶたにく じゃがいも ねぎ
とうふ みそ こんにゃく
ぶたにく ぎゅうにゅう こめ サラダあぶら ほうれんそう えのきたけ
とりにく のり さとう にんじん しめじ

わかめ パンこ ねぎ マッシュルーム

じゃがいも たまねぎ もやし
とりにく あぶらあげ こめ サラダあぶら にんじん たまねぎ
さけ はんぺん もちごめ ごま ピーマン だいこん
だいず ささげ さとう ほうれんそう えのきたけ

さけかす でんぷん
とりにく ぎゅうにゅう コッペパン サラダあぶら にんじん きゅうり

ひじき さとう ココア ブロッコリー キャベツ
なまクリーム じゃがいも ごま たまねぎ とうもろこし

りんご えだまめ

いか ぎゅうにゅう こめ サラダあぶら にんじん ごぼう
だいず チーズ さとう ごま こまつな だいこん
あぶらあげ ひじき こんにゃく ねぎ
みそ さといも
おやまわぎゅう ぎゅうにゅう こめ サラダあぶら にんじん ごぼう
たまご さとう にら たまねぎ

しらたき ほうれんそう ねぎ
でんぷん いちご しいたけ

とりにく ぎゅうにゅう こめ サラダあぶら にんじん にんにく
だっしふんにゅう おおむぎ とうもろこし しょうが
ヨーグルト こんにゃく キャベツ たまねぎ

じゃがいも さとう きゅうり　りんご ふくじんづけ
とりにく ぎゅうにゅう こめパン サラダあぶら にんじん かんぴょう

わかさぎ こむぎこ ごま こまつな ごぼう
さとう みつば しいたけ
きりたんぽ ねぎ まいたけ

とうふ ぎゅうにゅう こめ サラダあぶら にんじん　にら にんにく
ぶたにく はとむぎ ごまあぶら はくさい しょうが　ねぎ
ベーコン でんぷん きりぼしだいこん グリンピース

モロ ぎゅうにゅう こめ サラダあぶら にんじん ごぼう
ぶたにく でんぷん ごま こまつな れんこん
あぶらげ さとう しめじ
とうふ みそ こんにゃく さといも ぽんかん ねぎ
とりにく ぎゅうにゅう こめ サラダあぶら にんじん にんにく
たまご のり さとう ごま にら しょうが

トック ほうれんそう たまねぎ
とうもろこし ねぎ

さば ぎゅうにゅう こめ サラダあぶら チンゲンサイ しょうが
ぶたにく さとう にんじん にんにく
とりにく でんぷん えのきたけ もやし
とうふ ねぎ だいこん
ぶたにく ぎゅうにゅう ナン サラダあぶら にんじん にんにく
ぎゅうにく じゃがいも プルーン しょうが
ベーコン さとう とうもろこし たまねぎ

アセロラ キャベツ
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
いか わかめ おおむぎ ごま チンゲンサイ はくさい
とうふ でんぷん ヤングコーン きくらげ

こむぎこ ねぎ えのきたけ
とりにく ぎゅうにゅう こめ ごま にんじん たまねぎ
なまあげ わかめ じゃがいも サラダあぶら いんげん はくさい
みそ しらたき ほうれんそう

さとう
とりにく ぎゅうにゅう こめ ごま にんじん キャベツ
あぶらあげ さとう サラダあぶら ピーマン しめじ
みそ かぶのは ねぎ
ベーコン ねぎ かぶ

（ごはん１５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 木
ごはん　牛乳　いわしの蒲焼き　おひたし　けんちん汁　福
豆

２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

節分献立

2 金
いちご米パン　牛乳　ミートオムレツ
花野菜（卵不使用マヨネーズ）　スープスパゲティ

5 月
ごはん　手作りじゃこふりかけ　牛乳　焼き鳥風煮
具だくさんみそ汁

8 木
赤飯　ごま塩　はと麦茶　鶏肉の南蛮漬け　しもつかれ
はんぺんのすまし汁

おやま わ食の日
初午献立

9 金
ココア揚げパン　牛乳　ひじきサラダ　クリームシチュー
レモンゼリー

6年生が考えた
献立です！

6 火
ごはん　牛乳　シイラのねぎ塩焼き
小松菜と油揚げのごま炒め　豚汁

7 水
ごはん　牛乳　ハンバーグきのこソース　のり和え
じゃが芋とわかめのみそ汁

6年生が考えた
献立です！

14 水 小山和牛丼　牛乳　かきたま汁　栃木県産いちごゼリー 地場産物の日

15 木
チキンカレー（麦ごはん）　牛乳　福神漬　こんにゃくサラダ
栃木県産ヨーグルト

12 月 建国記念の日振替休日

13 火
ごはん　牛乳　いかの西京チーズ焼き　大豆の磯煮
根菜のごま汁

20 火
ごはん　牛乳　モロの竜田揚げ　れんこんのきんぴら
いものこ汁　ぽんかん

6年生が考えた
献立です！

21 水
ごはん　韓国のり　牛乳　タッカルビ　トックスープ
みかんタルト（栄養価は含みません）

お誕生日デザート
（２月児童のみ）

16 金
米パン　牛乳　わかさぎフリッター　かんぴょうのごま和え
きりたんぽ汁

19 月
はと麦ごはん　牛乳　麻婆豆腐　切干大根の中華和え
白菜スープ

きゅうり　しいたけ　たまねぎ

26 月 中華丼（麦ごはん）　牛乳　小籠包　わかめスープ

27 火
わかめごはん　牛乳　じゃが芋のそぼろ煮　白菜のみそ汁
雪見だいふく

22 木 ごはん　牛乳　さばのみそ煮　もやしの香味炒め　みぞれ汁

23 金
ナン　牛乳　キーマカレー　角切り野菜スープ
アセロラゼリー

28 水
ごはん　牛乳　鶏肉のごまだれ焼き　カレー炒め
かぶのみそ汁

※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

２月の給食目標

健康な体をつくろう！

１月給食食材の放射性物質測定結果について

１月１６日（火）使用のにんじん（栃木県産） １月１９日（金）使用のごぼう（栃木県産）

１月２５日（木）使用のねぎ（栃木県産） １月２２日（月）～２６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。


