
日 あかのなかま みどりのなかま きいろのなかま 調味料 行事

曜日 体をつくるもとになる 体の調子を整えるもとになる エネルギーのもとになる （28品目対応食品） ひとことメモ

むぎごはん こめ　むぎ　きょうかまい 田富南小　給食なし

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

やきぎょうざ ぎょうざ（小麦・豚肉・鶏肉・大豆）

もやしのナムル ツナ もやし　きゅうり　にんじん　こまつな 韓国ナムルドレッシング

マーボーどうふ ぶたにく　みそ　とうふ
たまねぎ　にんにく　しょうが　にんじん　たけのこ　　
　しいたけ　ねぎ

あぶら　ごまあぶら　さとう　でんぷん
トウバンジャン　中華スープストック　テンメ
ンジャン　しょうゆ　麻婆豆腐の素（小麦・ご
ま・大豆・鶏肉・豚肉）

サワーゼリー サワーゼリー（乳・大豆）

きびごはん こめ　きび　きょうかまい

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

ぶたにくのなんばんづけ ぶたにく にんにく　ねぎ でんぷん　あぶら　さとう しょうゆ

キャベツのたくあんあえ キャベツ　にんじん　もやし　きゅうり　たくあん さとう しょうゆ　酢

たまねぎのみそしる あぶらあげ　みそ　わかめ たまねぎ　だいこん　えのきたけ

おさつスティック さつまいもスティック

やきにくちらし ぶたにく　たまご にんにく　しょうが　にんじん　こまつな
こめ　むぎ　きょうかまい　あぶら　　　
さとう　ごまあぶら　ごま

すし酢（小麦）　しょうゆ　　　　　　　　　　
カルビ焼のたれ（小麦・ごま・大豆）

田富小　給食なし

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

きびなごのカリカリフライ きびなごのカリカリフライ あぶら

きゅうりとちくわのちゅうかあえ ちくわ きゅうり　にんじん　キャベツ　ブロッコリー さとう　ごまあぶら 酢　しょうゆ

はるさめキムチスープ とりにく　とうふ　みそ
だいこん　はくさい　とうもろこし　はくさいキムチ　　
　にら

ごまあぶら　はるさめ 中華スープストック　しょうゆ　キムチの素

れいとうパイン なまパイナップル

ソフトフランスパン ・ ブルーベリージャム
ソフトフランスパン　　　　　　　　　　
ブルーベリージャム

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

じゃーむすのコロッケ ツナ　チーズ とうもろこし　たまねぎ
ポテトサラダ（卵・大豆）　じゃがいも　
パンこ　あぶら

かみかみサラダ ハム　だいず キャベツ　きゅうり　えだまめ　ブロッコリー
ごまクリーミードレッシング　　　　　　　　　
香りごまドレッシング

ミネストローネ ウインナー　レンズまめ
にんにく　たまねぎ　にんじん　ズッキーニ　はくさい　
トマト　パセリ

オリーブオイル　むぎ　マカロニ スープストック

ぶどうグミ
ぶどうグミ（ゼラチン）

やこめ だいず こめ　むぎ　きょうかまい　さとう

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

さけのみそマヨやき さけ　みそ たまねぎ　しめじ マヨネーズ　さとう

あおなのそぼろいため とりにく しょうが　にんじん　キャベツ　こまつな あぶら　さとう しょうゆ

のっぺいじる とりにく にんじん　だいこん　こんにゃく　はくさい　ねぎ さといも　でんぷん しょうゆ

おざら とりにく　あぶらあげ たまねぎ　にんじん　はくさい　とうがん　しいたけ　　
　いもがら　ねぎ

おざらめん　あぶら しょうゆ　めんつゆ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

やさいかきあげ やさいかきあげ（小麦・大豆） あぶら

だいこんとみずなのサラダ とりにく　ちりめんじゃこ きゅうり　だいこん　みずな　にんじん　うめ さとう　ごまあぶら しょうゆ

とうもろこし とうもろこし

かたぬきチーズ チーズ

むぎごはん こめ　むぎ　きょうかまい

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

とりにくのてりやき とりにく しょうが さとう しょうゆ

カレーきんぴら ぶたにく　さつまあげ ごぼう　にんじん　こんにゃく　えだまめ あぶら　さとう しょうゆ

こまつなのみそしる あぶらあげ　みそ にんじん　だいこん　えのきたけ　こまつな

アセロラゼリー アセロラゼリー（りんご）

むぎごはん こめ　むぎ　きょうかまい

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

あじのしおやき あじ

こうやどうふのたまごとじ
とりにく　さつまあげ　こうやどうふ　
たまご

にんじん　たけのこ　しいたけ　さやえんどう あぶら　さとう しょうゆ

とんじる ぶたにく　あつあげ　みそ
ごぼう　にんじん　だいこん　こんにゃく　しめじ　ね
ぎ

あぶら　じゃがいも

ピザトースト ウインナー　チーズ たまねぎ　マッシュルーム　ピーマン しょくパン ピザソース（大豆）
玉穂南小・全中学校 　　

　給食なし

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

パンプキンサラダ ツナ　いんげんまめ　エジプトまめ かぼちゃ　きゅうり　パプリカ　ブロッコリー

おじゃがもちのスープ かまぼこ にんじん　キャベツ　えのきたけ　こまつな いももち コンソメ　スープストック

てづくりパンナコッタ ぎゅうにゅう　なまクリーム
パンナコッタのもと　　　　　　　　　　
いちごソース（りんご）

むぎごはん こめ　むぎ　きょうかまい

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

モウカのレモンに モウカ しょうが　にんにく　レモンかじゅう でんぷん　あぶら　さとう しょうゆ

やさいのみそいため ぶたにく　みそ
しょうが　にんにく　にんじん　エリンギ　キャベツ　　
　もやし

あぶら　さとう　ごまあぶら スープストック　テンメンジャン　しょうゆ

ゆばのすましじる とうふ　ゆば にんじん　ほうれんそう　ねぎ しょうゆ

メロン メロン

ながさきさらうどん ぶたにく　えび　なると　うずらたまご
しょうが　にんにく　たまねぎ　にんじん　たけのこ　　
　もやし　きくらげ　はくさい　さやえんどう

さらうどん　あぶら　でんぷん　　　　　
ごまあぶら

パイタンスープ（小麦・乳・牛肉・ごま・大
豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン）　ガラスープチキ
ン（鶏肉）　しょうゆ

全中学校 給食なし

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

バンバンジーサラダ とりにく きゅうり　にんじん　キャベツ　パプリカ バンバンジードレッシング

おからドーナツ おから　たまご　ぎゅうにゅう
ホットケーキミックス（小麦）　さとう　
あぶら

１５
(木)

１３
(火)

※材料の都合により献立や食材を変更する場合があります。　　

１４
(水)

パンナコッタは、イタリア
発祥の洋菓子です。パンナ
は生クリーム、コッタは煮
たという意味です。今日
は、給食センター手作りの
パンナコッタです。残さず
食べてくださいね♪

おからは、豆乳を絞った残
りで、おなかの中をきれい
に掃除してくれる食物繊維
が多く含まれています。体
の中のいらないものをどん
どん体の外に出す働きをし
ます。

　 令和５年　６月　学校給食献立予定表
中央市学校給食センター

献立名

 １ 
(木)

毎年6月は「食育月間」で
す。「食べる」ことや「食
べもの」について、考える
月です。毎日食べているも
のはどこで作られたのか、
健康のためにはどのような
食べ方をすればよいのか、
マナーを守って食べている
かなど、ふだんの食生活を
見直してみましょう。

☆ ひとあしはやい ☆ むしばよぼうデー　きゅうしょく

 ２ 
(金)

みなさんは、食べ物を口に
入れてから飲み込むまで何
回くらい噛んでいますか？
よく噛んで食べると、だ液
が多く出て、食べ物の味を
おいしく感じられるだけで
なく、口の中の病気を予防
したり、消化を助けてくれ
たりします。また、少ない
量の食事でも満足感を得る
ことができるので、食べす
ぎを防ぐ効果も期待できま
す。意識してしっかり噛む
ようにしましょう‼

◇◆◇ ６月
がつ

４日
か

～１０日
か

まで　歯
は

と口
くち

の健康
けんこう

週間
しゅうかん

 ◇◆◇　給食
きゅうしょく

センターでは５日
か

～９日
か

までの５日間
か か ん

、かみかみメニューやカルシウムを豊富
ほ う ふ

に含
ふく

んだ食品
しょくひん

を多
おお

くとり入
い

れています‼

 ５ 
(月)

きびなごは、ニシンやいわ
しの仲間で、体に銀色のき
れいな線があります。きび
なごの旬は、初夏と冬の年2
回あります。丸ごと食べる
ことができるので、カルシ
ウムを豊富にとることがで
きます。

📚 おはなし　きゅうしょく 📖　『じゃがいもポテトくん』

 ６ 
(火)

あじやいわし、さばなどの
魚に含まれるDHA（ドコサ
ヘキサエン酸）という成分
は、脳の働きを活発にし、
記憶力をよくする効果があ
ります。その他にも、血液
をサラサラにする効果もあ
ると言われています。効果
を保つためにも毎日少しず
つ魚を食べるようにしま
しょう。

メロンは6月から8月までが
旬の果物です。メロンの網
目は小さいうちはなくツル
ツルしていますが、大きく
なるにつれて皮の表面がひ
び割れて網目ができてきま
す。メロンには体内の水分
を調節し、むくみを改善す
るカリウムが含まれていま
す。

 ９ 
(金)

１２
(月)

 ７ 
(水)

 ８ 
(木)

小松菜は、野菜の中でも、
ビタミン類やミネラルを豊
富に含む緑黄色野菜です。
中でも、カルシウムは野菜
の中で一番多く含まれてい
ます。東京都の小松川村で
作られていたことから、
「小松菜」という名前に
なったそうです。

八百屋さんで売っている
じゃがいもくんたちは、み
んな北の国からきた家族で
す。店先で、仲良く並んで
いますが、次々といろいろ
な家に買われていって、離
ればなれになってしまいま
した。ある日の幼稚園での
お昼の時間。子どもたちが
お弁当箱を開けると･･･みん
な、それぞれの家で、おい
しいじゃがいも料理に変身
して、子どもたちのお弁当
のおかずになって再会しま
した。給食では、じゃーむ
すのコロッケが登場しま
す。

『やこめ』は、山梨県の郷
土料理です。苗代の種まき
を行うときに豊穣祈願でお
供えするものです。稲作農
家にとっては、苗代の種ま
きは一年のうちでもっとも
大切な行事とされているた
め、田の水口に収穫の神様
を迎えて豊穣を祈る行事を
したそうです。

今日のとうもろこしは、豊
富地区で作られた、ゴール
ドラッシュという品種のも
のです。約860本のとうも
ろこしの皮をむいてから３
等分に切りました。地域の
恵みに感謝をしながら、旬
の味を味わって食べてくだ
さいね！



日 あかのなかま みどりのなかま きいろのなかま 調味料 行事

曜日 体をつくるもとになる 体の調子を整えるもとになる エネルギーのもとになる （28品目対応食品） ひとことメモ

むぎごはん ・ のりのつくだに のりつくだに（小麦・大豆） こめ　むぎ　きょうかまい 全中学校 給食なし

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

てづくりつくね
ぶたにく　おから　スキムミルク　　　　
とうふ

ごぼう　れんこん　しょうが でんぷん　さとう しょうゆ

ほうれんそうのごまあえ
ほうれんそう　はくさい　もやし　にんじん　こんにゃ
く

ごま　さとう しょうゆ

たまふのみそしる あぶらあげ　みそ だいこん　たまねぎ　ねぎ　チンゲンサイ ふ

オレンジ オレンジ

ひじきわかめごはん ひじき　わかめ
こめ　むぎ　きょうかまい　ごま　　　　
さとう

しょうゆ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

ぶたにくのうめジャムがらめ ぶたにく
こめこ　でんぷん　あぶら　うめジャム　
さとう

しょうゆ

ごしきあえ かまぼこ にんじん　キャベツ　もやし　きゅうり　とうもろこし さとう しょうゆ　酢

なめこのみそしる とうふ　みそ なめこ　ねぎ　こまつな さといも

れいとうみかん みかん

こどもパン こどもパン

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

オープンオムレツ
ベーコン　たまご　ぎゅうにゅう　　　　
なまクリーム　チーズ

ほうれんそう　たまねぎ　かぼちゃ　ピーマン コンソメ

はなやさいのソテー ウインナー ヤングコーン　にんじん　カリフラワー　ブロッコリー あぶら スープストック

クリーミービーンズスープ
とりにく　あさり　いんげんまめ　　　　
ぎゅうにゅう　なまクリーム

たまねぎ　にんじん　マッシュルーム　えだまめ　パセ
リ

バター　じゃがいも　ベシャメルソース コンソメ

バナナ バナナ

むぎごはん こめ　むぎ　きょうかまい

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

さばのピリからやき さば しょうが　にんにく　ねぎ ごまあぶら トウバンジャン　しょうゆ

だいこんのべっこうに ぶたにく
にんじん　だいこん　こんにゃく　たけのこ　　　　　　
さやいんげん

あぶら　さとう しょうゆ

キャベツのみそしる あつあげ　みそ にんじん　キャベツ　しめじ　チンゲンサイ

タコライス ぶたにく　だいず　チーズ
にんにく　たまねぎ　にんじん　トマト　なす　キャベ
ツ　パプリカ　とうもころし

こめ　むぎ　きょうかまい　あぶら　　　
トルティーヤチップス

ウスターソース　スープストック

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

ポトフ とりにく
にんじん　だいこん　たまねぎ　はくさい　さやいんげ
ん

じゃがいも スープストック

フルーツヨーグルト ヨーグルト　なまクリーム パインかん　ももかん　みかんかん ももゼリー　さとう

よしだふうのうどん あぶらあげ　みそ　ぎゅうにく にんじん　ねぎ　キャベツ　しょうが うどん　てんかす（小麦）　さとう しょうゆ　めんつゆ

おいなりさん（中学のみ） いなりずし（小麦・大豆）

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

ししゃもフライ ししゃもフライ（小麦・大豆） あぶら

かぶのごまずあえ ツナ
かぶ　きゅうり　カリフラワー　ブロッコリー　にんじ
ん

ごまあぶら　さとう　ごま 酢

はちみつレモンゼリー はちみつレモンゼリー

くろまいいりゆかりごはん あかしそ こめ　くろまい　むぎ　きょうかまい

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

たらのいろどりあげ たら にんじん　えだまめ　パプリカ でんぷん　じゃがいも　あぶら　さとう しょうゆ

ほうれんそうのいそかあえ のり
キャベツ　もやし　にんじん　とうもころし　　　　　　
　ほうれんそう

さとう しょうゆ　酢

むらくもじる とうふ　かまぼこ　たまご えのきたけ　こまつな でんぷん しょうゆ

オレンジ オレンジ

ビスキュイパン バニラアイス（乳）
まるパン　マーガリン　　　　　　　　　
ホットケーキミックス（小麦）

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

とりにくのトマトに とりにく にんにく　たまねぎ　マッシュルーム　トマト オリーブオイル　あぶら スープストック　しょうゆ　酢

グリーンサラダ
パプリカ　きゅうり　キャベツ　ブロッコリー　　　　　
　アスパラガス

香味玉ねぎドレッシング

モロヘイヤのスープ かまぼこ
にんじん　とうもろこし　セロリー　はくさい　　　　　
　えのきたけ　モロヘイヤ

でんぷん コンソメ　スープストック

ごまなしミニフィッシュ かたくちいわし

むぎごはん ・ おかかふりかけ おかかふりかけ こめ　むぎ　きょうかまい

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

いかのしょうがやき いか しょうが さとう しょうゆ

ぶたにくとあつあげのにもの ぶたにく　あつあげ だいこん　にんじん　さやえんどう あぶら　さとう しょうゆ

わかめのみそしる あぶらあげ　わかめ　みそ たまねぎ　しめじ　ねぎ

ようなしコンポート ようなしコンポート

むぎごはん こめ　むぎ　きょうかまい

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

メルルーサのねぎソースかけ メルルーサ ねぎ　しょうが　にんにく でんぷん　あぶら　さとう　ごまあぶら 酢　しょうゆ

もやしのごまいため さつまあげ にんじん　こまつな　もやし　キャベツ あぶら　ごま　ごまあぶら しょうゆ　スープストック　鶏がらスープ

えびだんごスープ えびだんご（えび・小麦・大豆）
しょうが　にんにく　にんじん　だいこん　はくさい　　
　チンゲンサイ

パイタンスープ（小麦・乳・牛肉・ごま・大
豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン）　しょうゆ　シャ
ンタン（小麦・乳・牛肉・ごま・ゼラチン・大
豆・鶏肉・豚肉）　鶏がらスープ

カレーライス ぶたにく　ぎゅうにゅう にんにく　しょうが　たまねぎ　にんじん　りんご
こめ　むぎ　きょうかまい　あぶら　
じゃがいも　カレールウ

中濃ソース

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

ポリポリおまめ だいず　ひよこまめ　あおのり でんぷん　こめこマカロニ　あぶら

かいそうサラダ かいそう
キャベツ　きゅうり　カリフラワー　とうもろこし　　　
　にんじん

ゆずカツオドレッシング

プリン プリン

２９
(木)

献立名

１６
(金)

２３
(金)

２２
(木)

タコライスは、メキシコ料
理の「タコス」をもとにし
てできた沖縄発祥の料理で
す。スパイシーな味付けに
炒めたひき肉や野菜などの
具を、ごはんにのせて食べ
ます。今日は、タコライス
の具に中央市産のトマトも
入っています。

今日は吉田うどん風のうど
んです。吉田のうどんは、
富士山の北側にある富士吉
田市を中心に山梨県内で食
べられている郷土料理で
す。みそとしょうゆを合わ
せた汁に硬くてコシがとて
も強い麺、甘辛く煮た馬肉
と茹でたキャベツをトッピ
ングするのが特徴です。給
食では、馬肉ではなく牛肉
を甘辛く煮つけました。よ
く噛んで食べましょう。

初夏になり、新しい草を食
べる牛の乳は、一年で一番
おいしいと言われていま
す。給食には、皆さんの成
長に必要な栄養をバランス
よく含んだ牛乳が毎日つい
ています。牛乳に含まれる
カルシウムは、骨や歯をつ
くるだけでなく、気持ちを
落ち着かせたり、筋肉の動
きをスムーズにしたり、出
血したときに血を止めたり
と命を保つために重要な働
きをしています。

今日の手作りつくねには、
ひき肉やおから、スキムミ
ルク、とうふの他に、歯ご
たえの良いごぼうやれんこ
んが入っています。約
1700個のつくねを一つひ
とつ心をこめて作りまし
た。残さず食べてください
ね♪

※材料の都合により献立や食材を変更する場合があります。　　

≪食育の日≫今日は、中央
市産や山梨県産の食材を多
く使った献立です。米や
きゅうりは、中央市産、梅
ジャムや米粉、なめこ、も
やし、みそは、山梨県産で
す。地域の恵みに感謝をし
ていただきましょう。

２１
(水)

梅雨や夏の時期は、湿度や
気温が高くなり、細菌によ
る食中毒が多く発生しま
す。石けんで手をていねい
に洗って食中毒を予防しま
しょう。また、手がぬれた
ままだと、菌がつきやすく
なってしまうので、きれい
なハンカチでしっかり手を
ふきましょう。

２０
(火)

１９
(月)

２６
(月)

群雲汁は、空にたなびく
「むらくも」のように見え
ることからついた名前で
す。今日のごはんには、黒
米が入っています。黒米は
古代米の一種で、目の健康
に役立つアントシアニンが
豊富に含まれています。白
米に少しだけ黒米を入れて
炊くときれいな薄紫色のご
はんに炊き上がります。

２７
(火)

モロヘイヤは、エジプトな
どで古くから食卓に欠かせ
ないとされてきた緑黄色野
菜のひとつです。栄養満点
の野菜のため、エジプトで
は「王様の野菜」とも呼ば
れています。モロヘイヤの
ぬるぬるは、ムチンといい
胃腸の働きを助けてくれる
働きがあります。

２８
(水)

わかめは、春先から新わか
めが出回り、収穫期は春か
ら初夏にかけてがピークで
す。わかめなどの海藻に
は、お腹の中をきれいに
し、血液をサラサラにする
食物繊維がたくさん含まれ
ています。

チンゲン菜は、体の余分な
塩分を出す働きのあるカリ
ウムや、目や肌の健康を保
つカロテン、貧血予防にな
る葉酸などが含まれていま
す。熱を加えても、ほとん
ど栄養価がかわらないのが
特徴の野菜です。

３０
(金)

📚 おはなし　きゅうしょく 📖　『糸
いと

子
こ

の体重計
たいじゅうけい

』
へこんでても、くそって思
うことがあっても、おいし
いものを食べると幸せ！っ
て思える。それで、明日は
きっといいことがあるっ
て、そう信じることができ
るんだ･･･食べることが大好
きな小学５年生の細川糸子
を中心に同じクラスの５人
の子どもたちのそれぞれの
姿を描いた読みごたえのあ
るお話です。給食では、お
話の中で登場するカレーラ
イスとプリンが登場しま
す。


