
小川町学校給食センター

主     食 牛乳
つける
もの

お か ず
血や肉をつくる
（あかの食品）

力や体温になる
（きいろの食品）

体の調子をととのえる
（みどりの食品）

ワンタンスープ 牛乳　とりにく ごはん　あぶら にんじん　もやし　ほししいたけ

レモンバジルチキン レモンバジルチキン ワンタン　ごまあぶら こまつな　たまねぎ

ぶたキムチいため ぶたにく　あつあげ はくさいキムチ　ピーマン

とんこつしょうゆラーメン 牛乳　ぶたにく ホットちゅうかめん　あぶら にんにく　ねしょうが　にんじん

しゅうまい しゅうまい　だいず しゅうまいのかわ もやし　とうもろこし　○ながねぎ

カリフラワーサラダ ドレッシング ほうれんそう　キャベツ　カリフラワー

わかめスープ 牛乳　とりにく　とうふ ごはん　ごまあぶら　はるさめ にんじん　たけのこ　とうもろこし

はるまき わかめ　はるまき でんぷん　あぶら　はるまきのかわ きりぼしだいこん

きりぼしだいこんのカレーいため ぶたにく　だいず こんにゃく　さとう　カレーこ にんにく

ラビオリスープ コーヒー牛乳　ぶたにく こどもパンスライス　あぶら にんじん　もやし　とうもろこし

ポテトコロッケ　㊥スライスチーズ ウインナー ラビオリ　ポテトコロッケ こまつな　たまねぎ

ウインナーとブロッコリーのソテー ㊥スライスチーズ ブロッコリー

とんじる 牛乳　ぶたにく　あぶらあげ ごはん　あぶら　○じゃがいも にんじん　ごぼう　☆だいこん

あかうおいそべフライ とうふ　みそ　とりにく こんにゃく　さとう　くり ○ながねぎ　ほししいたけ

くりごはんのぐ あかうおいそべフライ えだまめ

けんちんうどんじる 牛乳　とりにく じごなうどん　あぶら にんじん　ごぼう　☆だいこん

えびカツ　㊥アーモンドフィッシュ あぶらあげ　えびカツ さといも　さとう　ドレッシング こまつな　ブロッコリー

ブロッコリーサラダ だいず　㊥かたくちいわし ㊥アーモンド カリフラワー

すいとん 牛乳　とりにく ごはん　あぶら にんじん　ごぼう　☆だいこん

てりやきハンバーグ ハンバーグ　ぶたにく すいとん　さとう　でんぷん ○ながねぎ　こまつな

いとこんにゃくのにもの あぶらあげ ごまあぶら　こんにゃく たまねぎ　えだまめ

スパゲッティミートソース 牛乳　ぶたにく くろパン　あぶら にんじん　たまねぎ　セロリ

フランクフルト チーズ　 スパゲッティ　ドレッシング トマト　とうもろこし　きゅうり

ごぼうサラダ フランクフルト ごぼう

はるさめスープ 牛乳　とりにく ごはん　あぶら にんじん　たまねぎ　キャベツ

パオズ とうふ　わかめ　パオズ はるさめ　パオズのかわ にんにく　たけのこ　○ながねぎ

ビビンバ ぶたにく　 ごまあぶら　さとう　ごま もやし　ほうれんそう

ちゅうかスープ 牛乳　とりにく ごはん　あぶら にんじん　キャベツ　ほししいたけ

あげぎょうざ とうふ　ぎょうざ さとう　カレーこ とうもろこし　こまつな

あつあげのカレーいため ぶたにく　あつあげ ぎょうざのかわ にんにく　たまねぎ　ピーマン

にくうどんじる 牛乳　ぶたにく じごなうどん　あぶら にんじん　☆だいこん　たまねぎ

あんまん　㊥ひとくちチーズ あぶらあげ　 さとう　あんまん ほししいたけ　○ながねぎ　こまつな

れんこんサラダ ㊥ひとくちチーズ ドレッシング キャベツ　れんこん　とうもろこし

こんさいのごまじる 牛乳　とうふ　ぶたにく ごはん　あぶら　○じゃがいも にんじん　ごぼう　☆だいこん

さんまのかばやき あぶらあげ　みそ ごま　さとう にんにく　たまねぎ　キャベツ

ぶたにくのねぎしおいため さんまでんぷんつき ごまあぶら ○ながねぎ

ポークビーンズ 牛乳　きなこ コッペパン　㊥クロワッサン にんじん　たまねぎ

ヨーグルト ぶたにく　だいず あぶら　さとう　○じゃがいも トマト

ヨーグルト マカロニ　さんおんとう

ハヤシライス 牛乳　ぶたにく ごはん　あぶら にんじん　たまねぎ

オムレツ オムレツ ○じゃがいも　ハヤシルゥ セロリ　トマト　

わかめサラダ だいず　わかめ こんにゃく　ドレッシング

なめこじる 牛乳　とうふ　とりにく ごはん　あぶら にんじん　☆だいこん　なめこ

にくだんごピリからあんかけ あぶらあげ　みそ　だいず さつまいも　さんおんとう こまつな　たまねぎ　レモン

さつまいものレモンに にくだんご さとう　でんぷん

みそラーメン 牛乳　ぶたにく ホットちゅうかめん　あぶら ねしょうが　にんにく　にんじん

やきナゲット みそ　チキンナゲット さとう　ごま たまねぎ　もやし　キャベツ

ポテトサラダ じゃがいも　マヨネーズ にら　とうもろこし　きゅうり

だんごじる 牛乳　とりにく ごはん　あぶら にんじん　ごぼう　☆だいこん

ささみカツ あぶらあげ　ささみカツ しらたまだんご　こんにゃく こまつな　

ひじきとがんものいために ぶたにく　ひじき　がんもどき さんおんとう

クリームシチュー 牛乳　とりにく　ぶたにく バターコッペパン　あぶら にんじん　たまねぎ

ピーマンにくづめフライ しろはなまめ　ピーマンにくづめフライ ○じゃがいも　ホワイトルゥ ブロッコリー　ほうれんそう

ほうれんそうのソテー シチューの中の牛乳 とうもろこし

マーボーどうふ 牛乳　ぶたにく むぎごはん　あぶら にんじん　○ながねぎ

もやしナムル とうふ　みそ さとう　でんぷん　ぶどうゼリー にら　もやし　とうもろこし

ぶどうゼリー ごまあぶら　ドレッシング こまつな　にんにく　ねしょうが

マカロニスープ 牛乳　とりにく ごはん　あぶら にんじん　もやし　ほうれんそう

かぼちゃフライ とうふ　ぶたにく マカロニ　かぼちゃフライ にんにく　ねしょうが

ぶたにくとピーマンのいためもの たまねぎ　キャベツ　ピーマン

※裏面もあります

26 水 ごはん 牛乳 ソース

実施
回数
２０回

" はし "は毎日用意しましょう ！
※材料入荷の都合により献立を変更することがあります。
※太字の食材は、小川町産の食材を予定しています。☆は小川町の有機農家が作った野菜・○はおがわん野菜を予定しています。
★毎月１９日は食育の日です。今月はながねぎを使用します。★

31 月 ごはん 牛乳 ソース

27 木
バター

コッペパン
牛乳

28 金 むぎごはん 牛乳
ナムル

ドレッシング

24 月 ごはん 牛乳

25 火
ホット

ちゅうかめん
牛乳 マヨネーズ

20 木
きなこあげパン
㊥クロワッサン

牛乳

21 金 ごはん 牛乳
バンバンジー
ドレッシング

19 水 ごはん 牛乳

17 月 ごはん 牛乳

18 火 じごなうどん 牛乳
しお

ドレッシング

13 木 くろパン 牛乳
ごま

ドレッシング

14 金 ごはん 牛乳

11 火 じごなうどん 牛乳
ソース
わふう

ドレッシング

12 水 ごはん 牛乳

7 金 ごはん 牛乳

6 木
こどもパン
スライス

コーヒー
牛乳 ソース

4 火
ホット

ちゅうかめん
牛乳

ごま
ドレッシング

5 水 ごはん 牛乳

3 月 ごはん 牛乳

１０　月　の　給　食　献　立　表
令和４年度

日 曜
献          立          名 材          料          名

 小川町では、毎月１９日（食育の日）前後に、小中学校と保育園の給食で統一食材を使った献立を提供することになっています。今月の

食材は「ながねぎ」です。 

１０月１９日（水）「豚肉のねぎ塩炒め」に入っています。 

 長葱のツンとする香りは、白い部分に硫化アリルという成分が含まれているためです。硫化アリルには、糖質の代謝にかかわりエネル

ギーを生み出す働きのあるビタミンＢ１の効果を持続させる作用があります。疲労回復に効果があり、気温が少しづつ下がりはじめ、疲れ

がでやすいこの時期に、積極的に摂りたい栄養素です。 

 長葱は、白い部分がしっかり巻いてあり、緑色の部分との境目がはっきりしているものが新鮮な証拠です。保存する際は、新聞紙で包ん

で冷暗所に置くか、適当な長さにカットしてラップで包み、冷蔵庫の野菜室に入れるようにしましょう。 

 埼玉県の葱の生産量は、全国でもトップクラスです。地元の新鮮な野菜をおいしくいただきましょう！ 

みんなの元気は地元野菜から 

～味わおう！食育の日にこの野菜～ 

小川町マスコットキャラクター 

星夢（すたむ）ちゃん 

毎月１９日は「食育の日」 


