
給食献立予定表　　　
エネルギー(Kcal)

たんぱく質(g)
脂質(ｇ)

全１４回 塩分相当量(g)

あぶらあげ ぎゅうにゅう こめ サラダあぶら にんじん かんぴょう 589
たまご のり さとう ごま いんげん しいたけ 26.0
さわら こんぶ こまつな キャベツ 24.0
かまぼこ えのきたけ きゅうり 3.6
ウインナー ぎゅうにゅう コッペパン サラダあぶら パセリ　トマト にんにく 670
ベーコン こなチーズ チョコレート アーモンド にんじん たまねぎ 26.6
いんげんまめ かたくちいわし さとう ごま さやいんげん マッシュルーム 34.9

ペンネ セロリ キャベツ 3.1
いわし ぎゅうにゅう こめ ほうれんそう もやし 617
かつおぶし のり さとう にんじん ごぼう 26.7
とうふ じゃがいも しめじ 23.5
みそ ねぎ 2.1
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 719
おやまさんなっとう じゃがいも にら グリンピース 29.1
あぶらあげ さとう えのきたけ 24.2
みそ しらたき もやし 2.5
さけ ぎゅうにゅう こめ サラダあぶら パセリ　 たまねぎ 674
とりにく こなチーズ おおむぎ ごま にんじん れんこん 27.2
あぶらあげ さとう マヨネーズ ほうれんそう はくさい 26.7
みそ きよみオレンジ 2.5
ぶたにく なまあげ こめ サラダあぶら にら しょうが 528
かつおぶし みそ さとう ごま にんじん たまねぎ 21.7

じゃがいも こまつな もやし 23.7
かんぴょう しいたけ 1.8

とりにく ぎゅうにゅう クロワッサン サラダあぶら にんじん　パセリ にんにく 638
ベーコン ヨーグルト さとう ほうれんそう しめじ 27.5

とうもろこし もやし 43.9
オレンジ たまねぎ 3.0

モロ ぎゅうにゅう こめ サラダあぶら にんじん しょうが 608
かつおぶし こめこ じゃがいも こまつな キャベツ 24.6
みそ でんぷん ねぎ もやし 21.5

さとう たまねぎ えのきたけ 2.9
とりにく ぎゅうにゅう こめ サラダあぶら にんじん キャベツ 609
まぐろ わかめ さとう ごま ブロッコリー とうもろこし 27.5
とうふ のり ねぎ 24.8
みそ たまねぎ 2.4
ぶたにく ぎゅうにゅう こめ サラダあぶら あおな キャベツ 633
とうふ ししゃも パンこ ごま にんじん ごぼう 22.3
みそ じゃがいも だいこん 26.9

こんにゃく ねぎ 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 660

だっしふんにゅう おおむぎ パプリカ たまねぎ 20.1
じゃがいも とうもろこし キャベツ 21.5
こんにゃく さとう ふくじんづけ きゅうり 2.6

ぶたにく 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 665
ベーコン あおのり やきそばめん パセリ たまねぎ 25.6
たまご こなチーズ さとう はとむぎ りんご とうもろこし 25.2

じゃがいも パンこ 3.7
とりにく ぎゅうにゅう こめ サラダあぶら にんじん　にら しょうが 729
あぶらあげ もちごめ ごま ほうれんそう にんにく 29.0
なると ささげ さとう しめじ うど 19.0

でんぷん しらたき すだち グリンピース 3.2

ぶたにく ぎゅうにゅう しょくパン サラダあぶら にんじん たまねぎ 614
だいず れんにゅう さとう トマト キャベツ 26.8

かんてん じゃがいも みずな 25.2
とうもろこし 2.7

※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

22 木 ミルクトースト　牛乳　ポークビーンズ　寒天入りサラダ 給食終了

23 金 修了式

20 火 卒業式

21 水 春分の日

16 金
コッペパン　りんごジャム　牛乳　焼きそば
はと麦入りふわふわ卵スープ

19 月
赤飯　ごま塩　牛乳　鶏肉の唐揚げ　うどのきんぴら
お祝いすまし汁　巣立ちゼリー

卒業祝い献立

14 水 菜めし　牛乳　子持ちししゃもフライ　千切りキャベツ　豚汁

15 木
麦ごはん　牛乳　福神漬　ポークカレー　こんにゃくサラダ
みかんタルト（栄養価は含みません）

お誕生日デザート
（3月児童のみ）

12 月
ごはん　牛乳　モロのケチャップソース　おかか炒め
じゃが芋のみそ汁

13 火
ごはん　ふりかけ　牛乳　鶏肉の照り焼き
ブロッコリーサラダ　豆腐とわかめのみそ汁

6年2組大崎葵葉さん
が考えた献立です！

8 木
ごはん　はと麦茶　豚肉の生姜焼き　おひたし
かんぴょうのみそ汁

おやま わ食の日

9 金
クロワッサン　牛乳　鶏肉のマーマレード焼き
ほうれん草のソテー　コーンスープ　ヨーグルト

6年4組田中新汰さん
が考えた献立です！

6 火 ごはん　牛乳　小山産納豆　肉じゃが　にらのみそ汁

7 水
麦ごはん　牛乳　鮭のマヨネーズ焼き（卵不使用マヨネーズ）
れんこんのきんぴら　ほうれん草のみそ汁　清見オレンジ

6年3組矢村雄才さん
が考えた献立です！

ひなまつり献立

2 金
チョコチップパン　牛乳　白いんげん豆のペンネ
ジュリエンヌスープ　手作りアーモンドフィッシュ

5 月 ごはん　牛乳　鰯のおかか煮　のり和え　田舎汁

（ごはん１０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
ちらし寿司　牛乳　鰆の西京焼き　即席漬　すまし汁
ひなあられ

３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月の給食目標

１年間の反省をしよう！

２月給食食材の放射性物質測定結果について

2月 2日（金）使用のたまねぎ（北海道産） ２月１６日（金）使用のごぼう（栃木県産）

２月２２日（木）使用のだいこん（千葉県産）

すべての食材で、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。


