
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）

じゃがいものみそしる 牛乳　あぶらあげ　とうふ ごはん　あぶら　さとう にんじん　こまつな　

はるまき みそ　ぶたにく　 はるまきのかわ　○じゃがいも ながねぎ　○たまねぎ

あつあげのカレーいため あつあげ　はるまき カレーこ にんにく　ピーマン

マカロニスープ　㊥スライスチーズ 牛乳　とりにく こどもパンスライス にんじん　もやし　

ハンバーグケチャップソースかけ ハンバーグ　ウインナー マカロニ　さとう ☆キャベツ　こまつな

ウインナーとブロッコリーのソテー ㊥スライスチーズ あぶら ○たまねぎ　ブロッコリー

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

イタリアンサラダ ヨーグルト ○じゃがいも　ハヤシルゥ セロリ　☆キャベツ　○きゅうり

ヨーグルト ドレッシング きピーマン　トマト

こんさいのごまじる 牛乳　あぶらあげ ごはん　あぶら　ごまあぶら にんじん　ごぼう　だいこん　

やきチキンナゲット みそ　とうふ　ぶたにく こんにゃく　さとう　ごま ながねぎ　○たまねぎ

いとこんにゃくのにもの チキンナゲット ○じゃがいも ピーマン

あんかけうどんじる 牛乳　あぶらあげ じごなうどん　ごまあぶら にんじん　だいこん　○たまねぎ

ポテトもち ぶたにく あぶら　さとう　ドレッシング ねしょうが　ほうれんそう

もやしとこまつなのサラダ でんぷん　ポテトもち こまつな　もやし

すいとん 牛乳　ぶたにく ごはん　あぶら にんじん　ごぼう

ポテトコロッケ がんもどき すいとん　ポテトコロッケ だいこん　こまつな

ひじきとがんものいために ひじき　とりにく こんにゃく　さんおんとう

パンプキンスープ 牛乳　とりにく バターコッペパン　あぶら にんじん　○たまねぎ

コーンフライ スープの中の牛乳 コーンフライ　ドレッシング セロリ　かぼちゃ　ブロッコリー

ブロッコリーサラダ だいず ホワイトルゥ ☆キャベツ　とうもろこし

とうふのちゅうかに 牛乳　ぶたにく　なると ごはん　あぶら　でんぷん にんにく　ねしょうが　にんじん　　

しゅうまい とうふ　しゅうまい ごまあぶら　さとう ○たまねぎ　ほうれんそう

ナムル ドレッシング　しゅうまいのかわ もやし　とうもろこし　こまつな

ビーフンスープ 牛乳　とりにく ごはん　あぶら　 にんじん　だいこん　ほししいたけ

しろみざかなのなんばんづけ とうふ　ぶたにく ビーフン　ごまあぶら こまつな　☆キャベツ　○たまねぎ

ぶたキムチいため あかうおでんぷんつき さとう はくさいキムチ　ながねぎ

みそラーメン 牛乳　ぶたにく　みそ 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

あつやきたまご あつやきたまご　だいず さとう　ごま　ドレッシング ○たまねぎ　もやし　とうもろこし

ちゅうかサラダ　㊥アーモンドフィッシュ ㊥かたくちいわし ㊥アーモンド ☆キャベツ　ブロッコリー　にら

とんじる 牛乳　ぶたにく ごはん　あぶら ごぼう　にんじん　だいこん

さんまのしょうがに とうふ　みそ ○じゃがいも　ドレッシング ながねぎ　こまつな

こまつなのサラダ さんまのしょうがに ☆キャベツ　○きゅうり

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　フランクフルト スパゲッティ　ドレッシング ブロッコリー　☆キャベツ　とうもろこし

カラフルやさいサラダ あかピーマン　にんにく　トマト

カレー 牛乳　ぶたにく　 ごはん　○じゃがいも　カレールゥ にんにく　ねしょうが　にんじん

こんにゃくサラダ カレーの中の牛乳 さとう　あぶら　バウムクーヘン ○たまねぎ　こまつな

バウムクーヘン だいず こんにゃく　ドレッシング

けんちんじる 牛乳　ぶたにく ごはん　あぶら ねしょうが　にんじん　ごぼう

ささみカツ　㊥ひとくちチーズ とうふ　あぶらあげ さといも　○じゃがいも だいこん　こまつな　○たまねぎ

じゃがいものピリからに ささみカツ　㊥ひとくちチーズ でんぷん　さとう ながねぎ

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　だいこん

ちくわのいそべあげ ちくわのいそべあげ さんおんとう　 ながねぎ　ほうれんそう　もやし

もやしサラダ あぶらあげ　 ドレッシング とうもろこし　こまつな

とうふのみそしる 牛乳　あぶらあげ　 ごはん　あぶら　 にんじん　だいこん　ながねぎ

にくだんごのあまからあんかけ とうふ　みそ　にくだんご さとう　でんぷん ほうれんそう　○たまねぎ　もやし

やさいいため ぶたにく こまつな　ピーマン

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

オムレツケチャップソースかけ シチューの中の牛乳 ○じゃがいも　ホワイトルゥ とうもろこし　☆キャベツ

ごぼうサラダ オムレツ　しろはなまめ ドレッシング　さとう ごぼう　○きゅうり

さつまじる 牛乳　とりにく ごはん　あぶら　カレーこ にんじん　だいこん　

アジフィレフライ あぶらあげ　アジフィレフライ さつまいも　こんにゃく ながねぎ　きりぼしだいこん

きりぼしだいこんのカレーいため みそ　ぶたにく　 ごまあぶら　さとう にんにく

わかめスープ 牛乳　とうふ ごはん　ごまあぶら にんじん　○たまねぎ

レモンバジルチキン レモンバジルチキン はるさめ　でんぷん ながねぎ　にんにく　たけのこ

ビビンバ ぶたにく　わかめ あぶら　さとう　ごま とうもろこし　もやし　ほうれんそう

とうふラーメン 牛乳　ぶたにく ホットちゅうかめん　ごまあぶら にんじん　にんにく　ねしょうが

さいのくににくまん とうふ　にくまん にくまんのかわ　こんにゃく ながねぎ　もやし　こまつな

わかめサラダ わかめ でんぷん　ドレッシング ☆キャベツ　とうもろこし

つきなじる 牛乳　とりにく ごはん　あぶら　 にんじん　だいこん　

さけフライ とうふ　みそ　さけフライ しらたまだんご　ごま ながねぎ　こまつな　

ごぼうとぶたにくのいりに ぶたにく　 こんにゃく　さんおんとう ごぼう

ポークビーンズ コーヒー牛乳　ぶたにく しょくパン　あぶら　 にんじん　○たまねぎ

チキンピカタ だいず　チキンピカタ さんおんとう　ドレッシング ☆キャベツ　○きゅうり

コーンサラダ ○じゃがいも　いちごジャム とうもろこし　トマト

※裏面もあります

月 ごはん 牛乳

28 火 ホット
ちゅうかめん

牛乳
ナムル

ドレッシング

27

24 金 ごはん 牛乳 ソース

23 木
バター

コッペパン
牛乳

ごま
ドレッシング

実施
回数
２２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２０日にじゃが芋を使用します。★

29 水 ごはん 牛乳 ソース

30 木 しょくパン コーヒー
牛乳

ジャム
イタリアン

ドレッシング

21 火 じごなうどん 牛乳
わふう

ドレッシング

22 水 ごはん 牛乳

17 金 ごはん 牛乳
しお

ドレッシング

20 月 ごはん 牛乳 ソース

16 木 くろパン 牛乳
ごま

ドレッシング

14 火
ホット

ちゅうかめん
牛乳

ちゅうか
ドレッシング

15 水 ごはん 牛乳
ふりかけ

バンバンジー
ドレッシング

10 金 ごはん 牛乳
ナムル

ドレッシング

13 月 ごはん 牛乳

8 水 ごはん 牛乳 ソース

9 木
バター

コッペパン
牛乳

ごま
ドレッシング

7 火 じごなうどん 牛乳
わふう

ドレッシング

6 月 ごはん 牛乳

2 木 こどもパン
スライス

牛乳

3 金 ごはん 牛乳
イタリアン

ドレッシング

1 水 ごはん 牛乳

６　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「じゃが芋」です。 

6月20日（月）「じゃが芋のピリ辛煮」に入っています。 

 じゃが芋の特徴は、ビタミンCが豊富に含まれていることです。ビタミンCは加熱によって壊れやすい成分ですが、じゃが芋に含まれる

ビタミンCはでんぷんに包まれているため、加熱による損失が少ないのが特徴です。ビタミンCには、抗酸化作用によって細胞の老化を防

ぎ、免疫力を高める働きがあります。 

 今の時期は、新じゃがが多く出回るようになってきました。新じゃがは、収穫してから貯蔵することなく、すぐに出荷されるので、水分

が多く、やわらかいうえに、皮が薄いため、皮ごと調理して食べることができます。皮にも、栄養がたっぷり含まれているので、お家で新

じゃがを食べるときは、皮つきのまま調理して食べてみてくださいね。 

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」 

 中学生250mlの牛乳の日 
  ６月２７日 


