
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）

カレーなんばん 牛乳　とりにく　あぶらあげ じごなうどん　あぶら　さとう にんじん　たまねぎ　○ながねぎ

しゅうまい しゅうまい カレールゥ　でんぷん ほうれんそう　キャベツ

コーンサラダ しゅうまいのかわ　ドレッシング とうもろこし　ブロッコリー

ウインナーとたまごのスープ 牛乳　ウインナー ごはん　あぶら にんじん　キャベツ　えのきたけ

ハンバーグケチャップソースかけ とうふ　たまご　ハンバーグ さとう たまねぎ　ブロッコリー

やさいソテー ぶたにく とうもろこし

カレー 牛乳　とりにく ごはん　あぶら　 ねしょうが　にんにく　にんじん

フランクフルト カレーの中の牛乳 じゃがいも　 たまねぎ　こまつな

こまつなのサラダ フランクフルト　だいず さとう　カレールゥ　ドレッシング ブロッコリー

すいとん 牛乳　ぶたにく ごはん　あぶら にんじん　☆だいこん　○ながねぎ

ゼリーフライ ゼリーフライ　ちくわ すいとん こまつな　ごぼう

かてめしのぐ あぶらあげ さんおんとう ほししいたけ

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 ねしょうが　にんにく　にんじん

やきナゲット なると　だいず ごまあぶら もやし　とうもろこし　たけのこ　キャベツ

ブロッコリーサラダ チキンナゲット ドレッシング ○ながねぎ　ほうれんそう　ブロッコリー

けんちんじる 牛乳　とりにく ごはん　あぶら にんじん　ごぼう

さけフライ とうふ　さけフライ さといも　こんにゃく ○ながねぎ　こまつな

きりぼしだいこんのごもくに ぶたにく　あぶらあげ　だいず さとう きりぼしだいこん

にぼうとう 牛乳　ぶたにく コッペパン　㊥クロワッサン にんじん　☆だいこん　かぼちゃ

ヨーグルト あぶらあげ　みそ あぶら　ココア　さとう ○ながねぎ　こまつな

ヨーグルト ほうとう

ちゅうかスープ 牛乳　とりにく　とうふ ごはん　あぶら にんじん　キャベツ　もやし

レモンバジルチキン レモンバジルチキン はるさめ　さとう とうもろこし　ほししいたけ　こまつな

あつあげのカレーいため ぶたにく　あつあげ カレーこ たまねぎ　ピーマン　にんにく

ごまみそうどんじる 牛乳　とりにく じごなうどん　あぶら にんじん　☆だいこん　ごぼう

パオズ　㊥アーモンドフィッシュ あぶらあげ　みそ こんにゃく　ごま　パオズのかわ こまつな　ブロッコリー　れんこん

れんこんサラダ パオズ　㊥かたくちいわし ドレッシング　㊥アーモンド とうもろこし　○ながねぎ

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

はるまき わかめ　はるまき でんぷん　はるまきのかわ たまねぎ　キャベツ

ぶたキムチいため ぶたにく　あつあげ あぶら　 はくさいキムチ

やさいスープ コーヒー牛乳　とりにく こどもパンスライス　あぶら にんじん　キャベツ　もやし

ポテトコロッケ とうふ　ウインナー ポテトコロッケ こまつな　たまねぎ　とうもろこし

コーンソテー　㊥スライスチーズ ㊥スライスチーズ えだまめ

おでん 牛乳　ちくわ ちゃめし　さとう　しらたき にんじん　☆だいこん

ささみカツ がんもどき　うずらたまご あぶら　ドレッシング キャベツ　カリフラワー

カリフラワーサラダ ささみカツ じゃがいも とうもろこし

まゆたまじる 牛乳　ぶたにく ごはん　あぶら にんじん　ごぼう　☆だいこん

あつやきたまご あぶらあげ　だいず こんにゃく　しらたまだんご こまつな　キャベツ

ひじきサラダ あつやきたまご　ひじき ドレッシング

とうふラーメン 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

ちくわのいそべあげ とうふ　ちくわいそべあげ でんぷん　ごまあぶら もやし　○ながねぎ　ほうれんそう

ポテトサラダ じゃがいも　マヨネーズ とうもろこし　きゅうり

クリームシチュー 牛乳　とりにく　だいず こどもパンスライス　あぶら にんじん　たまねぎ

フィレオフィッシュ しろはなまめ　フィレオフィッシュ じゃがいも　ホワイトルゥ ブロッコリー　かぼちゃ

かぼちゃサラダ シチューの中の牛乳 ドレッシング とうもろこし

マーボーどうふ 牛乳　ぶたにく ごはん　あぶら にんにく　ねしょうが　にんじん

やさいナムル とうふ　みそ さとう　でんぷん ○ながねぎ　にら　もやし

れいとうみかん ごまあぶら　ドレッシング とうもろこし　こまつな　みかん

とうふとわかめのみそしる 牛乳　とうふ　ぶたにく　ひじき ごはん　じゃがいも にんじん　☆だいこん　○はくさい

ホキのごまだれかけ あぶらあげ　みそ　がんもどき あぶら　さとう　ごま ○ながねぎ

ひじきとがんものいために わかめ　ホキでんぷんつき こんにゃく　さんおんとう

とりなんばん 牛乳　とりにく じごなうどん　あぶら にんじん　たまねぎ　ほししいたけ

さいのくににくまん あぶらあげ　㊥ひとくちチーズ さんおんとう　にくまんのかわ ○ながねぎ　ほうれんそう　もやし

もやしサラダ　㊥ひとくちチーズ にくまん　わかめ こんにゃく　ドレッシング

こんさいのごまじる 牛乳　あぶらあげ ごはん　あぶら　じゃがいも にんじん　ごぼう　○ながねぎ

にくだんごあまずあんかけ とうふ　みそ ごま　さとう　でんぷん たまねぎ　ピーマン

いとこんにゃくのにもの にくだんご　ぶたにく ごまあぶら　こんにゃく ☆だいこん

※裏面もあります

実施
回数
１９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。今月はだいこんを使用します。★

29 火 じごなうどん 牛乳
ちゅうか

ドレッシング

30 水 ごはん 牛乳

25 金 ごはん 牛乳
ナムル

ドレッシング

28 月 ごはん 牛乳

22 火
ホット

ちゅうかめん
牛乳 マヨネーズ

24 木
こどもパン
スライス

牛乳
ソース
ごま

ドレッシング

21 月 ごはん 牛乳
ふりかけ
わふう

ドレッシング

17 木
こどもパン
スライス

コーヒー
牛乳

ソース

18 金 ちゃめし 牛乳
ソース
ごま

ドレッシング

16 水 ごはん 牛乳

15 火 じごなうどん 牛乳
バンバンジー
ドレッシング

10 木
ココアあげパン
㊥クロワッサン

牛乳

11 金 ごはん 牛乳

8 火
ホット

ちゅうかめん
牛乳

ちゅうか
ドレッシング

9 水 ごはん 牛乳 ソース

4 金 ごはん 牛乳
しお

ドレッシング

7 月 ごはん 牛乳 ソース

1 火 じごなうどん 牛乳
ごま

ドレッシング

2 水 ごはん 牛乳

１１　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「だいこん」です。 

１1月１8日（金）「おでん」に入っています。 

 大根には、ツンとした独特の辛味がありますが、この辛味成分には消化を助ける働きがあります。他にも、食欲増進や血液をサラサラに

する働きもあり、病気の予防に役立ちます。 

 また、大根には、ビタミンCも多く含まれています。ビタミンCには、免疫力を高める働きがあります。寒くなりはじめ、カゼをひきや

すくなる今の時期に積極的に摂りたい栄養素の一つです。大根の皮の部分には特に、ビタミンCが多く含まれているので、皮の部分も捨て

ずに食べることをおすすめします。 

 年間を通してスーパーに並んでいる大根ですが、寒くなるこれからの時期が旬の野菜です。購入する際は、ずっしりと重みがあり、ひげ

根の穴が小さめのものを選ぶようにしましょう。 

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」 


