
雲南市加茂学校給食センター

                  　　   　　　※牛乳はまいにちつきます

月 火 水 木 金

　　　赤飯（ごま塩）

赤魚の西京焼き

キャベツのゆかりあえ

お祝いすまし汁

いちごのデザート

　　たけのこごはん

カツカレー むぎごはん むぎごはん むぎごはん 平つくね

こんにゃくサラダ 鮭の柚庵焼き ツナマヨオムレツ 卯の花コロッケ 千草あえ

みしょうかん 高菜の炒め煮 大根サラダ 三食おひたし すまし汁

わかめと豆腐のみそ汁 クリームシチュー 切干大根のピリ辛煮 木次ヨーグルト

       むぎごはん

さばのみそ煮 むぎごはん むぎごはん ちらしずし（のり） むぎごはん

ごまあえ 豚のしょうが焼 鶏肉のマーマレード焼き さわらのごままよ焼き あじの香味フライ

根菜汁 切干大根ののりマヨ和え あすっこサラダ アーモンドあえ いそかあえ

りんごタルト じゃがいものみそ汁 ポークビーンズ なめこ汁 みそ汁

　　　むぎごはん

むぎごはん むぎごはん 春野菜の千草焼き

ししゃも 鶏肉のスタミナ焼き まめなサラダ

キャベツの塩こんぶあえ 野菜のごまみそあえ たけのこのすまし汁

肉じゃが 肉団子のすまし汁 いちごのスティックケーキ

　 　　雲南市統一献立　 　『 雲南☆まいもんの日 」

　　今年度から雲南市統一献立が新しくなり、

　月１回　「雲南☆まいもんの日」　を実施

　します。雲南市周辺では、おいしいものを

　「（ぅ）まいもん」　ということを名前の由来

　にしています。雲南市の（ぅ）まいもんを

　たくさん取り入れたメニューを考えるので

　楽しみにしていてくださいね。

　　　今月は、あすっこやたけのこを取り入れたメニューにしています。

　　あすっこは、島根県発祥の春野菜で、ビタミン菜とブロッコリーを

　　かけ合わせてつくられた野菜です。アスパラガスのような食感と

　　アスコルビン酸（ビタミンC）が豊富であることから、あすっこという

　　名前がつきました。「島根の明日をめざす野菜」

　　という意味も込められています。

　新学期が始まりました。みなさんは新しい学年となり期待とやる気にあふれていることでしょう。学
校給食も、10日から始まります。学校給食はみなさんの心と体の成長のために大切な働きをしてい
ます。おいしくて安全な給食を作ろうと、給食センター全員で力を合わせて頑張っています。好きな
献立ばかりではないかもしれませんが、みなさんがしっかり食べて元気に成長できるように考えて
作られた給食です。残さず食べられるようになると良いですね。

ご入園、ご入学、ご進級おめでとうございます。

昭和の日

ねぎ ほうれんそう
たかな あすっこ こまつな

キャベツ たけのこ

今月の地元野菜

今年度の学校給食費について

　　　　　　　　　　一食単価　　　集金月額
　　こども園　　  ２４３円 　　　   ３，６００円　　　　　　　　
　　小学校　　 　 ２６４円　　　　 ４，１００円　　　　
　　中学校　　　  ３０９円　　　　 ４，６００円

雲南市の学校給食は、以下の一食単価及び集金
月額で行います。なお、給食費は個人ごとの給食
回数に応じて３月で精算させていただきます。ご理
解とご協力のほど宜しくお願い致します。
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給食センターしょくいんしょうかい
よろしくおねがいします。
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○ごはん ・・・お米はすべて雲南市内でとれたものを使
用し、少量の麦を混ぜて炊いています。
○牛乳類・・・毎日、木次乳業さんのパスチャライズ低殺
菌牛乳がつきます。
○おかず ・・・主菜副菜、汁物には、加茂学校給食野菜
生産グループからいただいた野菜を使い、豆腐や油揚
げは加茂中の池田豆腐店さんのものを使わせていただ
いています。デザートとして、三代のぶどうを取り入れる
こともあります。
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☆給食の内容について☆



令和２年４月

ｍ ※食材は都合により変更になる場合があります。 雲南市加茂学校給食センター

赤の食品 黄の食品 緑の食品

日 こ　ん　だ　て 血や肉になる 熱や力の元になる 体の調子を整える

10 せきはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう　 せきはん
(金) あかうおのさいきょうやき あかうお

キャベツのゆかりあえ キャベツ　こまつな　にんじん
おいわいすましじる わかめ　いわいなると　 にんじん　えのき　たまねぎ　ほうれんそう
いちごのデザート いちごゼリー

13 むぎごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう　 こめ　
(月) カツカレー ぶたにく　スキムミルク パンこ　あぶら たまねぎ　じゃがいも　にんじん　グリンピース　

こんにゃくサラダ わかめ　 ごま こんにゃく　にんじん　こまつな　キャベツ
みしょうかん みしょうかん

14 むぎごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう こめ　むぎ
(火) さけゆうあんやき さけ ゆず

たかなのいために とりにく　あぶらあげ あぶら たかな　にんじん　とうもろこし　こんにゃく
わかめととうふのみそしる とうふ　わかめ じゃがいも たまねぎ　にんじん　ねぎ

15 むぎごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう こめ　むぎ
(水) ツナマヨオムレツ ツナ　たまご

だいこんサラダ ピーマン　だいこん　こまつな　とうもろこし
クリームシチュー とりにく　 じゃがいも　あぶら　こめこ はくさい　たまねぎ　にんじん　しめじ　ブロッコリー

16 むぎごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう こめ　むぎ
(木) うのはなコロッケ うのはなコロッケ あぶら

さんしょくおひたし ごまあぶら　さとう ほうれんそう　にんじん　キャベツ　もやし
きりぼしだいこんのピりからに ぶたにく　あぶらあげ あぶら きりぼしだいこん　はくさいキムチ　こんにゃく　にんじん　こまつな　ねぎ

17 たけのこごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう　とりにく　あぶらあげ あぶら にんじん　たけのこ　しいたけ
(金) ひらつくねやき ひらつくね

ちぐさあえ きんしたまご ごま ほうれんそう　にんじん　キャベツ　
すましじる はまぐり　わかめ はくさい　たまねぎ　えのき　ねぎ　にんじん
きすきヨーグルト きすきヨーグルト

20 むぎごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう こめ　むぎ
(月) さばみそに さば

ごまあえ ごま ほうれんそう　にんじん　キャベツ　
こんさいじる あぶらあげ だいこん　れんこん　ごぼう　たまねぎ　にんじん　ねぎ
りんごタルト

21 むぎごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう こめ　むぎ
(火) ぶたにくのしょうがやき ぶたにく あぶら しょうが　たまねぎ　ちんげんさい　

きりぼしだいこんのりマヨあえ いとかまぼこ　のり ごま　マヨネーズ きりぼしだいこん　だいこんば　にんじん　キャベツ　
じゃがいものみそしる わかめ　あぶらあげ じゃがいも たまねぎ　にんじん　

22 むぎごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう こめ　むぎ
(水) とりにくのマーマレードやき とりにく マーマレード

あすっこサラダ チキンハム ごま　マヨネーズ あすっこ　にんじん　キャベツ
ポークビーンズ だいず　ぶたにく じゃがいも　あぶら　さとう たまねぎ　にんじん　マッシュルーム　いんげん

23 ちらしずし（のり）　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう　のり こめ　
(木) さわらのごまマヨやき さわら ごま　マヨネーズ

アーモンドあえ さとう　アーモンド キャベツ　こまつな　にんじん　
なめこじる とうふ　あぶらあげ なめこ　にんじん　たまねぎ　ねぎ

24 むぎごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう こめ　むぎ
(金) あじのこうみフライ あじ パンこ　あぶら

いそかあえ かつおぶし　のり あすっこ　にんじん　キャベツ　
みそしる とうふ じゃがいも　 しめじ　たまねぎ　にんじん　ねぎ

27 むぎごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう こめ　むぎ
(月) ししゃも ししゃも

キャベツのしおこんぶあえ こんぶ キャベツ　ほうれんそう　にんじん
にくじゃが ぎゅうにく じゃがいも　あぶら　さとう たまねぎ　にんじん　こんにゃく　いんげん

28 むぎごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう こめ　むぎ
(火) とりのスタミナやき とりにく　 ごまあぶら

やさいのごまみそあえ あぶらあげ さとう　ごま ほうれんそう　たかな　もやし　キャベツ　
にくだんごのすましじる とりにくだんご ほししいたけ　たまねぎ　こまつな　にんじん　だいこんば

30 むぎごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう こめ　むぎ
(木) はるやさいのちぐさやき とりにく　たまご さとう あすっこ　ピーマン　

まめなサラダ ツナ オリーブあぶら　さとう えだまめ　きりぼしだいこん　キャベツ　こまつな
たけのこのすましじる とうふ　わかめ たけのこ　たまねぎ　にんじん　しいたけ　ねぎ
いちごのスティックケーキ いちごのスティックケーキ

お　も　な　ざ　い　り　ょ　う


