
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）

エネル
ギー

たんぱ
く  質

エネル
ギー

たんぱ
く  質

パンプキンスープ 牛乳　とりにく　ウインナー はちみつパン　あぶら たまねぎ　セロリ　かぼちゃ

チキンのオーブンやき スープの中の牛乳 ホワイトルゥ とうもろこし　☆にんじん　○キャベツ

ウインナーとブロッコリーのソテー チキンのオーブンやき ブロッコリー

カレー 牛乳　ぶたにく ごはん　あぶら　じゃがいも ねしょうが　にんにく　☆にんじん

れんこんサラダ カレーの中の牛乳 さとう　カレールゥ たまねぎ　○キャベツ　れんこん

ココアワッフル ドレッシング　ココアワッフル とうもろこし　こまつな

わかめスープ 牛乳　とりにく　ぶたにく ごはん　ごまあぶら ☆にんじん　たまねぎ　たけのこ

かいせんチヂミ とうふ　わかめ でんぷん　さとう とうもろこし　にんにく　れんこん

ビビンバ かいせんチヂミ ごま ○ながねぎ　もやし　ほうれんそう

ねぎみそラーメン 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 もやし　○キャベツ　とうもろこし　○ながねぎ

ブロッコリーサラダ だいず ドレッシング ほうれんそう　ブロッコリー　カリフラワー

やさいたっぷりこんさいのごまじる 牛乳　とうふ　あぶらあげ ごはん　あぶら　さといも ☆にんじん　ごぼう　☆だいこん

パリパリはるまき みそ　はるまき ごま　はるまきのかわ　さとう ○ながねぎ　たまねぎ　えのきたけ

おいしいいとこんにゃくのにもの ぶたにく ごまあぶら　こんにゃく ピーマン

コーンスープ コーヒー牛乳　とりにく こどもパンスライス　あぶら たまねぎ　とうもろこし

ハムチーズフライ スープの中の牛乳 じゃがいも　ホワイトルゥ ☆にんじん　あかピーマン

キャベツサラダ　㊥アーモンドフィッシュ ハムチーズフライ　㊥かたくちいわし ドレッシング　㊥アーモンド ○キャベツ　ブロッコリー

ちゅうかスープ 牛乳　とりにく　とうふ　あつあげ ごはん　あぶら　 ☆にんじん　ほししいたけ　もやし

レモンバジルチキン うずらたまご　ぶたにく ごまあぶら　 たけのこ　こまつな　たまねぎ

ぶたキムチいため レモンバジルチキン はくさいキムチ　ピーマン

ビタミンたっぷりしる 牛乳　とうふ　あぶらあげ ちゃめし　ポテトコロッケ ☆にんじん　☆だいこん　もやし

にんじんいりポテトコロッケ みそ　わかめ　だいず あぶら　ドレッシング ぶなしめじ　ほうれんそう

シャキシャキサラダ れんこん　○はくさい

あんかけうどんじる 牛乳　とりにく　あぶらあげ じごなうどん　ごまあぶら ねしょうが　☆にんじん　☆だいこん

かしわてんぷら かしわてんぷら さとう　でんぷん　あぶら たまねぎ　○はくさい　○ながねぎ

ポテトサラダ じゃがいも　マヨネーズ ほうれんそう　とうもろこし　きゅうり

だいこんのみそしる 牛乳　とうふ　あぶらあげ わかめごはん　じゃがいも ☆にんじん　☆だいこん

わかどりのごまてりやき みそ　だいず　ひじき ドレッシング こまつな　ブロッコリー

ひじきサラダ わかどりのごまてりやき ○ながねぎ

クリームシチュー 牛乳　とりにく　しろはなまめ　ウインナー こどもパンスライス　あぶら ☆にんじん　たまねぎ　ブロッコリー

しろみざかなのこうそうフライ シチューの中の牛乳　㊥スライスチーズ じゃがいも　ホワイトルゥ ○キャベツ　とうもろこし

コーンソテー　㊥スライスチーズ しろみざかなのこうそうフライ えだまめ

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

しゅうまい とうふ　みそ さとう　でんぷん　ごまあぶら ○ながねぎ　にら　もやし

もやしナムル しゅうまい　だいず しゅうまいのかわ　ドレッシング こまつな

さわにわん 牛乳　ぶたにく　 ごはん　あぶら ☆にんじん　ごぼう　☆だいこん

さばのたつたあげ さばのたつたあげ さとう ほししいたけ　たけのこ　○ながねぎ

きりぼしだいこんのごもくに とりにく　あぶらあげ　だいず こまつな　きりぼしたいこん

しおラーメン 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

あげぎょうざ なると　ぎょうざ ごまあぶら　ぎょうざのかわ もやし　○キャベツ　とうもろこし　○ながねぎ

こんにゃくサラダ　㊥ひとくちチーズ だいず　㊥ひとくちチーズ こんにゃく　ドレッシング ほうれんそう　ブロッコリー

やさいスープ ジョア　ぶたにく　とうふ ドライカレー　あぶら ☆にんじん　たまねぎ

ハンバーグデミグラスソースかけ ハンバーグ　 じゃがいも　さとう　ドレッシング ○キャベツ　ほうれんそう　ブロッコリー

カリフラワーサラダ　 　　エクレア　チーズタルト とうもろこし　あかピーマン　カリフラワー

デザートセレクト 　　いちごゼリー

平均栄養量 693 27.3 819 32.1

栄養基準量 650 27.0 830 34.5

　１２　月　の　給　食　献　立　表
令和４年度 　　　　　　　　　　　　　　　小川町学校給食センター

日 曜
献          立          名 材          料          名

栄養量
小学生 中学生

30.2 753 33.3

2 金 ごはん 牛乳
イタリアン

ドレッシング 751 21.7

1 木
はちみつ

パン
牛乳 657

870 24.7

5 月 ごはん 牛乳 657 26.0 769 30.4

6 火
ホット

ちゅうかめん
牛乳

ちゅうか
ドレッシング 619 28.1 807 35.5

22.5 805 25.7

8 木
こどもパン
スライス

コーヒー

牛乳
しお

ドレッシング 665 23.8

7 水 ごはん 牛乳 708

789 29.8

9 金 ごはん 牛乳 714 34.0 819 38.1

12 月 ちゃめし 牛乳
ソース
ごま

ドレッシング
737 23.4 843 26.9

29.5 828 34.5

14 水 わかめごはん 牛乳
わふう

ドレッシング 654 28.9

13 火 じごなうどん 牛乳 マヨネーズ 678

759 32.3

15 木
こどもパン
スライス

牛乳 619 27.2 789 35.6

16 金 ごはん 牛乳
ナムル

ドレッシング 705 28.6 853 33.9

29.9 840 34.4

20 火
ホット

ちゅうかめん
牛乳

バンバンジー
ドレッシング 602

19 月 ごはん 牛乳 728

28.8

27.9 833 37.8

実施
回数
15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。今月はにんじんを使用します。★

※裏面もあります

21 水 ドライカレー ジョア
ごま

ドレッシング 901 27.6 929

給食センターでは給食調理に従事する会計年度任用職員を募集しています！ 
 
月～金曜日 8:30～14:30（要相談） 報酬は町の規定によります   
資格・経験は問いません 
 
※詳細については学校給食センター（72-0673）までお問い合わせください 

元気に冬休みをむかえよう！ 
 

 寒さが本格的なり、かぜやインフルエンザが流行しやすい

時期になりました。 

 かぜを予防するためには、「手洗い・うがい」「栄養バラ

ンスのよい食事」「適度な運動」「十分な睡眠」を心がける

ことが大切です。 

 冬休みは、クリスマスや大みそか、お正月など楽しいイベ

ントがもりだくさんです。体調を整えて、元気に冬休みをむ

かえましょう！ 


