
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)

ぶたにく ぎゅうにゅう コッペパン バター にんじん たまねぎ 629
だいず パンこ サラダあぶら トマトピューレ えだまめ 29.2
ベーコン じゃがいも パセリ キャベツ 21.9

さとう とうもろこし 3.7
とりにく ぎゅうにゅう こめパン ごま にんじん パイナップル 711

さとう きゅうり しょうが 27.6
うどん かんぴょう にんにく 26.2
こむぎこ 3.6

ぶたにく ぎゅうにゅう こめ ごまあぶら にんじん たまねぎ 634
かつおぶし ちりめんじゃこ ぴーまん セロリ 26.0
ベーコン チンゲンサイ しめじ 19.5

えのきたけ 2.5
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 674
ぎゅうにく おおむぎ バター ピーマン たまねぎ 25.5
たまご さとう こまつな　にら なす　なし 19.7

でんぷん しいたけ かんぴょう 2.0
あじ ぎゅうにゅう こめ ごま オクラ ごぼう 643
かつおぶし さとう サラダあぶら にんじん だいこん 28.5
ぶたにく じゃがいも ねぎ 18.0
とうふ こんにゃく 2.4
とうふ ぎゅうにゅう こめ サラダあぶら えだまめ かんぴょう 598
とりにく ひじき さとう にんじん たまねぎ 22.2
あぶらあげ でんぷん あさつき えのきたけ 16.2

ほうれんそう もやし　しいたけ 3.9
さけ ぎゅうにゅう こめ ごま にら きゅうり 632
ぶたにく しおこんぶ さとう いんげん たまねぎ 23.5

こむぎこ ぶどう なす　 17.1
2.8

とうふ ぎゅうにゅう こめ サラダあぶら にんじん しょうが 597
ぶたにく はるさめ にら しいたけ 25.2
たまご さとう こまつな　 もやし　 16.0

でんぷん しめじ たけのこ 2.2
ぶたにく ぎゅうにゅう こめ サラダあぶら 714

おおむぎ かぼちゃ しょうが　なす 18.7
さとう ピーマン みかん　ぶどう 16.2

ふくじんづけ パイナップル 2.2
ぶたにく ぎゅうにゅう こめ ごま にんじん たまねぎ 732
とりにく わかめ パンこ サラダあぶら ねぎ キャベツ 25.1
とうふ じゃがいも しいたけ 25.4
たまご 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 キャベツ 599
ハム あおのり やきそばめん にら たまねぎ 25.0

もやし きくらげ 17.1
みかん しいたけ 3.2

さんま ぎゅうにゅう こめ サラダあぶら にら もやし 691
かつおぶし わかめ こめこ ごま にんじん たまねぎ 25.2

でんぷん 23.2
さとう じゃがいも 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 600
たまご のり さとう ピーマン しょうが 23.1

でんぷん パプリカ たけのこ 14.2
トック あさつき　ねぎ とうもろこし 2.5

ぶたにく ぎゅうにゅう こめ ごま トマト しめじ 696
とうふ こなチーズ こむぎこ にら えのきたけ 28.8
えび わかめ ねぎ 22.7

2.9
ベーコン ぎゅうにゅう しょくパン サラダあぶら いんげん しょうが 601
ぶたにく れんにゅう じゃがいも にんじん にんにく 24.5

さとう にら　ねぎ しいたけ 21.2
ワンタン たまねぎ もやし 2.9

あじ ぎゅうにゅう こめ サラダあぶら こまつな もやし 603
あぶらあげ のり さといも にんじん ごぼう 27.2
とうふ こんにゃく だいこん ねぎ 16.7

2.8
あぶらあげ ぎゅうにゅう こめ サラダあぶら にんじん ごぼう 612
たまご こんぶちゃ さとう ごま こまつな えのきたけ 22.6
ゆば キャベツ しめじ　しいたけ 17.9

きゅうり　ねぎ たまねぎ 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 700
とうふ おおむぎ ごま もやし しょうが 25.1

さとう きゅうり ねぎ 18.3
はるさめ もも たまねぎ 1.9

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 632
かつおぶし こんぶ じゃがいも ごま いんげん えのきたけ 23.9
たまご しらす しらたき にら かんぴょう 14.4

さとう でんぷん 2.7
さけ 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 616
ベーコン こくとう　こめこ アーモンド トマトピューレ きゅうり 28.6

でんぷん マカロニ セロリ ともろこし 20.8
じゃがいも こんにゃく たまねぎ 3.2

　

（ごはん１5回　パン5回）　 血 や 肉 に な る 熱 や 力 に な る 体 の 調 子 を 整 え る

1 金
ミートサンド（コッペパン）　牛乳　ゆで枝豆
角切り野菜スープ

９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

始業式

4 月
パイン米パン　牛乳　とり天　切干大根のごま酢和え
冷やしうどん

特日課

5 火
ごはん　牛乳　豚肉のソース漬け　ピーマンのじゃこ炒め
チンゲン菜スープ

特日課

8 金
かんぴょう入りひじきごはん　はと麦茶　豆腐ハンバーグ
もやしのみそ汁　　　　　　　　　※牛乳は業間時にでます

おやま わ食の日

11 月
鮭すし　牛乳　にらまんじゅう　きゅうりの昆布漬け
なすのみそ汁　ぶどうゼリー

2年生ぶどう狩り予備日

6 水 ドライカレー（麦ごはん）　牛乳　卵スープ　小山産梨 地場産物の日

7 木
ごはん　ふりかけ　牛乳　さばのねぎ塩焼き
おくらのおひたし　豚汁

2年生ぶどう狩り

12 火
ごはん　牛乳　春雨の炒め物　冷や奴（しょうゆ）
中華風かきたま汁

13 水 夏野菜カレー（麦ごはん）　牛乳　フルーツポンチ

にんじん　たまねぎ　にんにく

19 火
ごはん　牛乳　さんまのかば焼き　おひたし
じゃが芋のみそ汁

20 水
ごはん　韓国のり　牛乳　青椒肉絲
トック入りとうもろこしスープ

14 木
わかめごはん　牛乳　豚肉コロッケ
千切りキャベツ（ソース）　かみなり汁

3年生親子学習

15 金 米パン　牛乳　焼きそば　五目スープ　冷凍みかん

25 月
ごはん　牛乳　あじのスタミナ焼き　のり和え　けんちん汁
みかんタルト（9月誕生児童のみ/栄養価は含みません）

お誕生日デザート

26 火 きのこごはん　牛乳　厚焼き卵　即席漬　ゆばのみそ汁
4年生宿泊学習

1年生給食試食会

21 木 キムトマ丼　牛乳　えびシューマイ　わかめスープ

22 金 ミルクトースト　牛乳　ポテトのカレー炒め　ワンタンスープ 5年生社会科見学

29 金
黒パン　牛乳　鮭のアーモンドがらめ　こんにゃくサラダ
ミネストローネ

※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 水 ごはん　牛乳　麻婆豆腐　バンサンスー　フルーツ杏仁 4年生宿泊学習

28 木
ごはん　手作りじゃこふりかけ　牛乳　肉じゃが
かんぴょうのかきたま汁

下地区音楽発表会

９月の給食目標

生活のリズムを整えよう！

７月給食食材の放射性物質測定結果について

７月４日（火）使用のもやし（栃木県産） ７月１３日（木）使用のとうがん（沖縄県産）

７月１２日（水）使用のきゅうり（福島県産） ７月１９日(水）使用のねぎ（茨城県産）

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。


