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岐南町総合調理
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鶏肉
と り に く
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※給食献立や使用給食食材料は、岐南町公式ウェブサイト“ぎなんねっと”掲載

とうもろこしの塩
し お

ゆで チョコタフィ 鶏肉
と り に く

となすの黒
く ろ

酢
ず

あんかけ

夏野菜
な つ や さ い

カレー ミートソース トマトとコーンの卵
たまご

スープ

６月３０日（木）
「ぐりとぐらと
すみれちゃん」

歯と口の健康について考えよう！〝 6月4日～10日は「歯と口の健康週間」″

「給食ごみの分別日」

・１０日（金）
・メロン

・２７日（月）
・すいか
・とうもろこし

皮とビニー
ル袋を分別
してね。

（1）偏食せずバランスよく食べよう。

歯をつくるうえで欠かせない栄養素は、たん
ぱく質、ビタミンＡ、ビタミンＣ、ビタミンＤ、カ
ルシウム、リンなどがあります。好き嫌いせず
にこれらの栄養素をバランスよくとることが
大切です。

（２）よくかんで食べよう。

よく噛むことで、丈夫な歯になり、あごの
骨や筋肉の発達に影響し、歯並びも良くな
ります。また、唾液の分泌を促してくれます。

（３）間食のとり方に気をつけよう。

おやつの時間と量を決め、食べた後はお茶

を飲む、うがいをするなどして口の中を清

潔に保ちましょう。

すみれちゃんのかぼ

ちゃでつくる蒸しパン

はどんな味かな？



日(曜)
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日(曜)
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牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

10(金) 13(月) 14(火) 15(水)

献
立

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

令和４年度　６月分　給食材料明細表
岐南町総合調理センター

1(水) 2(木) 3(金) 6(月) 7(火) 8(水) 9(木)

焼き肉（野菜添え） ビーンズカレー ししゃもの磯辺揚げ 鶏肉のレモンソース 焼きそば あじの南蛮漬け
ナン 五目ごぼうごはん 麦ごはん 小型パン 白ごはん

さわらの梅みそ焼き ツナマヨトースト 煮豚 親子丼の具 とんこつラーメンの汁
白ごはん ミルキーロール クアジューシー 麦ごはん 中華めん 白ごはん

ゆかりふりかけ カラフルサラダ（ド） メロン 冬瓜汁 さくらんぼとソーダのゼリーポンチ 夏野菜のみそ汁
ポテトとアスパラのチーズ焼き けんちん汁 ほうれん草ともやしのおひたし フランクフルト キャベツのゆかりあえ

手まり麩と豆腐のすまし汁 ミネストローネ シークワーサータルト キャベツの香り塩昆布あえ 枝豆の塩ゆで
肉じゃが キャベツのカレーソテー 海の香りスープ 大豆と小魚のごまがらめ 焼きぎょうざ じゃがいものみそ汁

味付けのり

献
立
の
材
料

牛乳 206.00 牛乳 206.00 牛乳 206.00 牛乳 206.00 牛乳 206.00206.00 牛乳 206.00 牛乳 206.00 牛乳206.00 牛乳 206.00 牛乳 206.00 牛乳

精白米 80.00 ミルキーロール 34.00 アルファ化米 70.00 小型パン 30.00 精白米 80.00
精麦

80.00 ナン 70.00 アルファ化米 50.00 精白米50.00 精白米 70.00 蒸し中華めん 160.00 精白米
7.00

さわら 40.00 食パン 32.50 焼き豚
精麦 5.00 精麦5.00 精麦 7.00

焼きそば麺 70.00 まあじ 40.00
酒 2.00 玉ねぎ 5.00 にんじん

40.00 豚ひき肉 40.00 鶏肉 15.0010.00 焼き豚 5.00 豚肉
45.00 やきそばソース 3.00 食塩 0.20

昆布茶 0.15 まぐろオイル漬 20.00 干し椎茸
3.00 玉ねぎ 50.00 にんじん 10.00 鶏肉15.00 鶏肉 15.00 にんじん 10.00 こいくちしょうゆ

0.20 豚肉 15.00 白こしょう 0.02
白みそ 5.00 ホールコーン 5.00 糸切昆布

2.00 にんじん 20.00 ごぼう 15.00 食塩0.50 高野豆腐 3.00 なると 7.00 酒
1.50 キャベツ 50.00 かたくり粉 5.00

三温糖 1.00 マヨネーズ 15.00 和風だし
0.80 ピーマン 5.00 えだまめ 3.00 酒0.50 玉ねぎ 53.00 しなちく 5.00 おろし生姜

6.00 玉ねぎ 30.00 大豆白絞油 5.00
みりん 1.50 こいくちしょうゆ

1.00 レンズまめ 10.00 干し椎茸 0.50 かたくり粉1.00 にんじん 15.00 ねぎ 5.00 みりん
5.50 にんじん 15.00 ねぎ 2.00

梅びしお 2.50 ウィンナー 9.00 みりん
0.20 にんにく 0.50 酒 1.00 大豆白絞油4.10 みつば 2.00 もやし 10.00 三温糖

2.00 きざみ生姜 1.00 干し椎茸 0.20
酒 1.00 ホールコーン 10.00 食塩

0.50 おろし生姜 0.50 中ざら糖 1.60 レモン果汁1.90 干し椎茸 0.50 にんにく 0.20 サラダ油
2.00 あおのり 0.20 にんじん 2.00

アルミカップ 1.00 キャベツ 30.00 酒
10.00 ケチャップ 11.25 こいくちしょうゆ 4.80 こいくちしょうゆ0.15 かまぼこ 7.00 おろし生姜 0.20 にんじん

3.00 やきそばソース 8.00 こいくちしょうゆ 2.00
ピーマン 5.00 サラダ油

10.00 こいくちしょうゆ 2.25 みりん 1.20 三温糖1.70 液卵 45.00 食塩 0.10 もやし
食塩 0.20 うすくちしょうゆ 0.95

豚肉 10.00 食塩 0.10
20.00 ウスターソ－ス 0.40 食塩 0.161.00 うすくちしょうゆ 4.50 白こしょう 0.02 玉ねぎ

15.00 白こしょう 0.02 三温糖 1.80
じゃがいも 40.00 白こしょう 0.01 豚肉

5.00 カレー粉 0.60 和風だし 1.00 ほうれんそうしろしょうゆ 4.50 白湯スープ 10.00 ピーマン
35.00 サラダ油 0.20 米酢 1.50

玉ねぎ 20.00 スープストック 0.20 こいくちしょうゆ

0.10 食塩 0.23 サラダ油 1.00 もやし40.00 三温糖 3.00 サラダ油 0.25 食塩
1.00 酒 1.30

にんじん 10.00 カレー粉 0.05 酒
0.01 三温糖 1.30 花かつお5.00 みりん 0.75 白こしょう

2.00 フランクフルト 30.00 みりん 1.50
糸こんにゃく 10.00 サラダ油 0.20 三温糖

スープストック 1.50 ししゃも 36.00 こいくちしょうゆ3.75 和風だし 0.75 ぎょうざ 40.00
ケチャップ 5.00 とうがらし 0.01

えだまめ 3.00 みりん
30.00 薄力粉 3.00 薄力粉 3.502.50 サラダ油 0.50 サラダ油 1.00 じゃがいも

20.00 ウスターソ－ス 2.50 水 3.00
こいくちしょうゆ 2.75 かぼちゃ 20.00 おろし生姜

5.00 ナツメグ 0.05 米粉 3.50 木綿豆腐3.75 水 45.00 油揚げ
0.50 三温糖 1.50

中ざら糖 1.50 にんじん 15.00 水あめ
20.00 サラダ油 1.50 あおのり 0.15 干し椎茸0.20 えだまめ 20.00 だいこん

30.00 キャベツ 30.00
みりん 0.50 玉ねぎ 25.00 和風だし

5.00 水 8.40 とうがん2.74 大豆 25.00 食塩 0.25 ねぎ
5.00 パインチャンク 20.00 きゅうり 20.00

酒 0.50 ベーコン 5.00
4.00 ベーコン 7.00 大豆白絞油 5.00 ちらしかまぼこ0.15 小魚パリッシュ 5.00 赤みそ

3.00 みかんチャンク 20.00 ゆかり粉 0.50
和風だし 0.20 アルファベットマカロニ 5.00 もずく

5.50 サイコロポテト 30.00 みつば大豆白絞油 2.00 白みそ
4.00 ソーダゼリー 20.00 食塩 0.06

サラダ油 0.50 ダイストマト 10.00 ほたて貝柱
2.00 オニオンソテー 10.00 木綿豆腐 20.00 うすくちしょうゆ0.30 こいくちしょうゆ 2.00 いりこだし

0.25 さくらんぼゼリー 20.00
スープストック 1.50 にんじん

アスパラガス 10.00 油揚げ 5.00 食塩5.00 三温糖 1.60
1.00 なす 15.00

木綿豆腐 20.00 食塩 0.40 木綿豆腐
1.70 食塩 0.20 だいこん 20.00 みりん10.00 みりん 0.33 ゆかりふりかけ

2.00 玉ねぎ 15.00
手まり麩 1.00 白こしょう 0.02 液卵

白こしょう 0.02 にんじん 10.00 かつおだし20.00 水 3.00
木綿豆腐 20.00

にんじん 10.00 ねぎ
ナチュラルチーズ 12.00 こんにゃく 10.0020.00 白すりごま 1.00

ホールコーン 10.00
みつば 4.00 スープストック

アルミカップ 1.00 ねぎ 5.005.00
ねぎ 5.00

干し椎茸 0.20 食塩
角切昆布 0.201.00 キャベツ 30.00

赤みそ 10.00
しろしょうゆ 4.00 うすくちしょうゆ

キャベツ 25.00 うすくちしょうゆ 4.000.30 きゅうり 20.00
いりこだし 2.00

食塩 0.25 白こしょう
赤ピーマン 5.00 食塩 0.251.65 食塩 0.02

かつおだし 2.00 かたくり粉
きゅうり 15.00 かつおだし 2.000.02 ごま油 0.20
ホールコーン 10.000.50 塩昆布 1.00

味付けのり 2.00 シークワーサータルト

ｻｳｻﾞﾝｱｲﾗﾝﾄﾞﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ 5.00 メロン 40.00
35.00

602・718 660・821 600・706 605・775 641・803 625・740642・743 665・734 688・776 683・850 611・813

牛乳
レーズンパン とうもろこしごはん 麦ごはん うどん 白ごはん テーブルロールパン キャロットピラフ 麦ごはん ソフト麺

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
24(金) 27(月) 28(火) 29(水) 30(木)

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
16(木) 17(金) 20(月) 21(火) 22(水) 23(木)

ミートソース 鶏肉となすの黒酢あんかけ すみれちゃんのかぼちゃ蒸しパン

ツナサラダ（ド） 沢煮椀 ポテトサラダ（マ） みそぎだんご きんぴらごぼう ハッシュドポーク ポテトポタージュ

白ごはん 黒パン
なすとズッキーニのパルミジャーノ 厚揚げの肉みそかけ 鶏肉のねぎみそ焼き きつねうどんの汁 しいらの照り焼き きなこパン いわしの香味パン粉焼き 夏野菜カレー

マスカットゼリー すいか 海藻サラダ（ド） 野菜ふりかけ ぐりとぐらの畑のスープ
とうもろこしの塩ゆで チョコタフィ トマトとコーンの卵スープ 朝ごはんのオムレツ

キャロットポタージュ（ク) ひとくちチーズ 冬瓜の白みそ汁 ほうれん草の炒め物 五目かき玉汁 ごぼうサラダ（ド）

献
立
の
材
料

牛乳 206.00 牛乳 206.00 牛乳

献
立

206.00 牛乳 206.00 牛乳 206.00206.00 牛乳 206.00 牛乳 206.00 牛乳206.00 牛乳 206.00 牛乳 206.00 牛乳

レーズンパン 55.00 アルファ化米 50.00 精白米 80.00 精白米 80.00 黒パン 45.00
精麦 5.00 精麦

38.00 アルファ化米 50.00 精白米 70.00 ソフト麺70.00 うどん 70.00 精白米 80.00 テーブルロールパン

なす 15.00 ホールコーン 25.00
精麦 5.00 精麦 7.007.00

25.00 鶏肉 48.00 ホットケーキミックス 25.00
ズッキーニ 15.00 しろしょうゆ 4.15 鶏肉

30.00 鶏肉 10.00 豚ひき肉にんじん 10.00 しいら 40.00 小型パン
5.00 こいくちしょうゆ 1.80 かぼちゃペースト 5.00

ベーコン 7.00 みりん 1.25 白みそ
3.00 白ワイン 1.00 豚肉 10.00 牛ひき肉40.00 かまぼこ 7.00 こいくちしょうゆ 2.00 大豆白絞油

1.00 酒 1.20 三温糖 3.30
粉チーズ 1.00 食塩 0.17 酒

3.50 玉ねぎ 30.00 かぼちゃ 20.00 赤ワイン2.00 干し椎茸 0.50 しろしょうゆ 2.00 きな粉
50.00 おろし生姜 0.24 牛乳 16.25

トマトソース 30.00 酒 1.70 三温糖
3.50 マッシュルーム 3.00 玉ねぎ 30.00 玉ねぎ0.60 ねぎ 5.00 みりん 4.00 三温糖

15.00 かたくり粉 7.20 液卵 4.10
バジルペースト 0.75 和風だし 1.20 こいくちしょうゆ

0.70 にんじん 10.00 なす 10.00 にんじん1.20 食塩 0.10 脱脂粉乳
5.00 大豆白絞油 5.00 蒸しパンカップ 1.00

スープストック 0.20 サラダ油 2.00 みりん
0.05 にんじんジュース 30.00 にんじん 15.00 マッシュルーム0.60 こいくちしょうゆ 3.30 ごぼう 25.00 食塩

10.00 なす 24.00
食塩 0.20 おろし生姜

マーガリン 1.00 脱脂粉乳 2.00 ケチャップ0.60 うすくちしょうゆ 3.30 にんじん 15.00
20.00 ピーマン 6.00 ほうれん草オムレツ 40.00

白こしょう 0.02 厚揚げ 60.00 ねぎ
35.00 スープストック 1.00 ダイストマト 20.00 トマトピューレ0.60 みりん 3.00 こんにゃく 10.00 豚肉

10.00 黒酢 3.12 クラス用ケチャップ 5.00
ナチュラルチーズ 15.00 サラダ油 1.50

2.00 食塩 0.48 ウスターソ－ス 3.00 ダイストマト5.00 かつおだし 2.00 こいくちしょうゆ 2.00 赤ワイン
0.48 三温糖 2.90

鶏ひき肉 10.00 じゃがいも
40.00 白こしょう 0.02 とろけるカレー 15.00 食塩油揚げ（甘煮） 10.00 三温糖 1.20 玉ねぎ

0.02 こいくちしょうゆ 3.48 ウィンナー 15.00
キャベツ 25.00 赤みそ 5.00 にんじん

15.00 ロイアルマサラ 0.02 白こしょう40.00 みりん 0.50 にんじん
4.00 みりん 1.20 じゃがいも 15.00

きゅうり 10.00 三温糖 4.50 きゅうり
5.00 まいわし 35.00 フルーツチャツネ 1.00 ウスターソ－ス5.00 みそぎだんご 60.00 和風だし 0.50 デミグラスソース

1.50 水 2.40 セロリー 5.00
ホールコーン 15.00 おろし生姜 0.20 ホールコーン

10.00 白ワイン 1.00 食塩 0.05 中ざら糖15.00 白すりごま 1.50 白いりごま 1.00 トマトピューレ

3.00 さやいんげん 5.00
まぐろオイル漬 10.00 酒 0.80 食塩

10.00 にんにく 0.20 白こしょう 0.02 デミグラスソース5.00 三温糖 1.50 ごま油 0.50 ケチャップ
4.00 玉ねぎ 25.00 かぼちゃ 15.00

野菜和風ドレッシング 5.00 水 16.50 白こしょう
2.00 食塩 0.30 にんにく 0.20 薄力粉0.10 赤みそ 2.50 ウスターソ－ス

4.00 トマト 15.00 にんじん 15.00
かたくり粉 0.45 マヨネーズ

1.00 白こしょう 0.02 おろし生姜 0.20 マーガリン0.01 酒 1.00 液卵 15.00 三温糖
0.50 クリームコーン 30.00 玉ねぎ 20.00

にんじんペースト 40.00
0.50 ハーブミックス 0.50 サラダ油 0.50 サラダ油6.00 みりん 1.00 にんじん 10.00 食塩

液卵 20.00 スープストック 1.00
玉ねぎ 20.00 豚肉 6.00 とうがん

0.05 パン粉 5.00水 2.50 玉ねぎ 15.00 白こしょう
25.00 水耕ねぎ 3.00 食塩 0.32

スープストック 1.00 こんにゃく 5.00 にんじん
1.00 オリーブ油 1.50 とうもろこし 35.00 大豆25.00 アルミカップ 1.00 えのきたけ 5.00 スープストック

2.00 鶏ガラスープ 1.00 白こしょう 0.02
牛乳 40.00 だいこん 15.00 えのきたけ

4.00 サラダ油 1.50 食塩 0.10 大豆白絞油10.00 みつば 4.00 マーガリン
0.75 食塩 0.40 サラダ油 0.50

マーガリン 4.00 にんじん 10.00 木綿豆腐
4.00 ココア5.00 ベーコン 10.00 干し椎茸 0.20 薄力粉

4.50 白こしょう 0.02
薄力粉 4.00 ごぼう 15.00 カットわかめ

0.20 ベーコン 7.00 すいか 60.00 三温糖20.00 ほうれんそう 30.00 しろしょうゆ 4.00 サラダ油
1.50 こいくちしょうゆ 1.00

食塩 0.50 みつば 3.00 みつば
ポテトペースト 30.00 水0.50 ホールコーン 10.00 食塩 0.25

かたくり粉 0.50
白こしょう 0.02 干し椎茸 0.50 白みそ

15.00 玉ねぎ 40.003.00 食塩 0.10 かつおだし 2.00 キャベツ
30.00

サラダ油 0.50 うすくちしょうゆ 4.00 いりこだし
20.00 食塩 0.50 キャベツ10.00 白こしょう 0.01 かたくり粉 0.50 ごぼう

0.50 野菜ふりかけ 2.50
クルトン 0.60 食塩 0.20

10.00 スープストック 1.00 カットわかめ2.00 こいくちしょうゆ 0.20 きゅうり
15.00

乾燥パセリ 0.05 白こしょう 0.02
5.00 牛乳 20.00 きゅうりスープストック 0.10 ホールコーン

10.00
かつおだし 2.00

5.00 コーンスターチ 2.00 ホールコーンマーガリン 0.50 ごまドレッシング

5.00パセリ 0.20 青じそドレッシング

ひとくちチーズ 20.00 マスカットゼリー 60.00

※分量は小学校３・４年生の１人当たりの量（ｇ）を表示しています。
※エネルギー量（㎉）は、左から小学校・中学校量を表示しています。
※学校給食で使用する県内産の食材については、学校給食地産地消推進事業により、県・市町村・JAグループから援助を受けています。
※材料の都合により、やむおえず献立及び使用材料を一部変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

665・727 618・747 620・761 727・916 655・837 638・811695・868 644・754 636・807 627・763 569・675


