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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
　　　かみかみ献立 　　  こども園給食中止

むぎごはん ピースごはん(むぎなし) むぎごはん 玄米ごはん(むぎなし) むぎごはん

いわしの生姜じょうゆ煮 豚肉のスタミナ炒め 蒸しギョーザ ししゃもの磯辺フライ 鶏肉のマーマレード焼き

花野菜サラダ ひじきとツナのサラダ 中華風酢の物 根菜のごまマヨあえ コーンサラダ

豚汁 かきたま汁 厚揚げの中華煮 もずくのみそ汁 コンソメスープ

米粉のリンゴタルト

むぎごはん コッペパン むぎごはん むぎごはん むぎごはん

揚げだしどうふのあんかけ ブルーベリージャム さばそぼろ ハンバーグの カレイのから揚げ

海藻サラダ スパイシーチキン 野菜の梅こんぶあえ 　　　照り焼きソース 小松菜の磯あえ

つみれ汁 カラフルサラダ けんちん汁 ほうれん草のおひたし すまし汁

豆乳のグリーンポタージュ なめこ汁 米粉のイチゴスティックケーキ

　　   雲南☆まいもんの日

むぎごはん むぎごはん むぎごはん むぎごはん むぎごはん

さんまのピリ辛ソース 元気たまご焼き ポークカレー 焼き肉 あじの塩焼き

バンサンスー 大根のごまマヨサラダ さわらの きゅうりと大根のナムル 納豆あえ

わかめスープ しいたけのみそ汁 　　レモンペッパー焼き 華風たまごスープ じゃがいものみそ汁

こんにゃくサラダ デラゼリー

むぎごはん むぎごはん むぎごはん わかめごはん(むぎなし) むぎごはん

平つくね 豚肉の甘酢あんかけ 鶏肉の照り焼き さばのみそ煮 ごろっと新じゃがと

ごまあえ 枝豆サラダ キャベツのサラダ 五目きんぴら 　　　　　鶏肉の揚げ煮

切干大根のピリ辛煮 ワンタンスープ パンプキンスープ とうふのおすまし ごま酢あえ

たまねぎのみそ汁

むぎごはん カレーピラフ(むぎなし）

メンチカツ 白身魚のマヨ焼き

ポテトサラダ りっちゃんの元気サラダ

たまごとトマトのスープ 白玉入りフルーツポンチ

今月の地元野菜

グリンピース・こまつな・キャベツ
たまねぎ・ほうれんそう・きぬさや

だいこん・じゃがいも
きゅうり・パセリ

～６月は「食育月間」です～

島根県では、6月と11月を「しまね・ふ
るさと給食月間」としています。島根県の
食材、雲南市の食材、加茂町の食材を知
り、味わい、食について考えられるように
給食でもたくさん取り入れます。

加茂の学校給食には、雲南市産の米、木
次乳業のパスチャライズ牛乳、加茂町学校
給食野菜生産グループのみなさんが作られ
る旬の野菜、地元のお豆腐など、地域の食
材を使うようにしています。

また、「雲南☆まいもんの日」では、雲
南市で統一した献立にしています。

この機会に、ご家庭でも一緒に買い物に
行き、雲南市や加茂町の「食」に目を向け
てみませんか。食べることは、毎日のこと
です。家庭でできることから取り
組んでみましょう！

～お礼とお知らせ～
学校給食用のパンを作っていただいていました井谷明盛堂さんが4月いっぱいでパ

ンの製造を終了されました。長い間、おいしいパンを作っていただきありがとうござ
いました。

今後は島根県学校給食会より、個包装のパンを月1回程度（火曜日）提供する予定
です。

みなさんは、食事のとき『かむ』ことを意識していますか。よくかむことは、
私たちのからだと心の健康にとても良いことがたくさんありますよ。

・脳の働きがよくなる→脳の血管や神経が刺激さてれ、記憶力や集中力アップ！

・味覚がするどくなる→食べ物の味がよくわかり、より美味しく感じるようになる！

・虫歯を防ぐ→かむことで唾液がたくさん出て、虫歯菌が歯につきにくくなる！

・消化吸収がよくなる→よくかむことで、胃や腸の消化を助け、栄養の吸収がアップ！

・肥満などの生活習慣病予防→たくさんかむと満腹中枢が刺激され、食べ過ぎ防止に！

・あごが丈夫になる→かむことで、あごの筋肉が強くなり歯並びもよくなる！
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※ぎゅうにゅうは毎日つきます
※食材は都合により変更になる場合があります。

日 こ　ん　だ　て
1 むぎごはん　ぎゅにゅう ぎゅうにゅう こめ　むぎ　　　　

(月) いわしのしょうがじょうゆに いわし　　　 しょうが　　　　　

はなやさいサラダ チキンささみ　　　　 マヨネーズ　　 ブロッコリー　にんじん　　 コーン　　　　

ぶたじる ぶたにく　なまあげ　みそ　　 にぼしだし　 じゃがいも　　　　　 にんじん　ねぎ　　 だいこん　ごぼう　　　　

2 ピースごはん　ぎゅうにゅう だしこんぶ　ぎゅうにゅう　 こめ　　　　　 グリンピース　　　　　

(火) ぶたにくのスタミナいため ぶたにく　みそ　　　 さとう　　　　　 ごま　あぶら　 にら　　　 にんにく　しょうが　　　　

ひじきとツナのサラダ ツナフレーク　　　　 めひじき　 すりごましょうゆドレッシング　　 こまつな　にんじん　　 きゅうり　　　　　

かきたまじる たまご　とうふ　だしかつお　　 だしこんぶ　 かたくりこ　　　　　 にんじん　ねぎ　　 えのきたけ　たまねぎ　　　　

こめこのリンゴタルト おこめdeりんごタルト　　　　　

3 むぎごはん　ぎゅにゅう ぎゅうにゅう こめ　　むぎ　　　

(水) むしギョーザ ギョーザ

ちゅうかふうすのもの チキンハム　　　　 さとう　　　　　 ごま　ごまあぶら　 ほうれんそう　カラーピーマン　　 キャベツ　きくらげ　　　　

あつあげのちゅうかに なまあげ　とりにく　トウバンジャン　　 さとう　かたくりこ　ちゅうかスープ　　　 あぶら　　 チンゲンサイ　にんじん　　 干ししいたけ　たまねぎ　きぬさや　にんにく　しょうが　　

4 げんまいごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう こめ　げんまい　　　　

(木) ししゃものいそべフライ ししゃもフライ あおのり 揚げあぶら　　

こんさいのごまマヨあえ チキンささみ　　　　 マヨネーズ　ごま　 にんじん　　　 ごぼう　れんこん　きゅうり　　　

もずくのみそしる とうふ　うす揚げ　みそ　　 もずく　にぼしだし にんじん　　　 たまねぎ　だいこんば　　　　

5 むぎごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう こめ　むぎ　　　　

(金) とりにくのマーマレードやき とりにく　　　　 マーマレード　　　　　

コーンサラダ さとう　　　　　 あぶら　　 にんじん　ほうれんそう　　 コーン　キャベツ　　　　

コンソメスープ カットベーコン　　　　 じゃがいも　　　　　 にんじん　パセリ　　 たまねぎ　マッシュルーム　　　　

8 むぎごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう こめ　むぎ　　　　

(月) あげだしどうふのあんかけ とうふ　　　　 かたくりこ　さとう　　　　 揚げあぶら　　

かいそうサラダ かいそうサラダ　 バンバンジードレッシング　　 にんじん　　　 きゅうり　キャベツ　　　　

つみれじる うす揚げ　みそ　あじだんご　　 にぼしだし　 にんじん　ねぎ　　 えのきたけ　だいこん　　　　

9 コッペパン　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう コッペパン　　　　　

(火) ブルーベリージャム ブルーベリージャム　　　　　

スパイシーチキン とりにく　　　　 カレー粉　　　　　

カラフルサラダ わふうたまねぎドレッシング　　 カラーピーマン　こまつな　　 だいこん　キャベツ　　　　

とうにゅうのグリーンポタージュ とうにゅう　あおだいず じゃがいも　　　　　 シチュールゥ　　 にんじん　　　 たまねぎ　マッシュルーム　えだまめ　　

10 むぎごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう こめ　むぎ　　　　

(水) さばそぼろ おから　さば　　　 さとう　　　　　 グリンピース　しょうが　　　　

やさいのうめこんぶあえ しおぶきこんぶ にんじん　　　 キャベツ　きゅうり　うめ

けんちんじる とうふ　だしかつお　　　 だしこんぶ　 ごまあぶら　　 にんじん　ねぎ　　 ごぼう　干ししいたけ　だいこん　こんにゃく　　

11 むぎごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう こめ　むぎ　　　　

(木) ハンバーグのてりやきソース ハンバーグ かたくりこ　　　　　

ほうれんそうのおひたし かつおぶし　　　　 にんじん　ほうれんそう　　 もやし　　　　　

なめこじる なまあげ　みそ　　　 にぼしだし　 じゃがいも　　　　　 にんじん　ねぎ　　 なめこ　たまねぎ　　　　

12 むぎごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう こめ　むぎ　　　　

(金) かれいのからあげ カレイ　　　　 かたくりこ　　　　　 揚げあぶら　　

こまつなのいそあえ もみのり　 こまつな　にんじん　　 キャベツ　　　　　

すましじる とうふ　だしかつお　　　 だしこんぶ　わかめ にんじん　　　 えのきたけ　だいこんば　　　　

こめこのいちごスティックケーキ おこめdeいちごステックケーキ　　　　　

15 むぎごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう こめ　むぎ　　　　

(月) さんまのピリからソースかけ さんま　トウバンジャン　　　 かたくりこ　さとう　　　　 揚げあぶら　　 カラーピーマン　ピーマン　　 にんにく　　　　　

バンサンスー チキンハム　　　　 マロニー　さとう　　　　 ごま　ごまあぶら　 にんじん　　　 きゅうり　もやし　　　　

わかめスープ わかめ　 ちゅうかスープ　チンタンスープ　　　　 にんじん　チンゲンサイ　にら　 たまねぎ　たけのこ

16 むぎごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう こめ　むぎ　　　　

(火) げんきたまごやき たまご　とりにく　　　 めひじき　 さとう ほうれんそう　にんじん　　 たまねぎ　　　　　

だいこんのごまマヨサラダ マヨネーズ　ごま　 だいこん　きゅうり　キャベツ　きぬさや

しいたけのみそしる とうふ　うす揚げ　みそ　　 にぼしだし　 にんじん　こまつな　　 しいたけ　たまねぎ　　　　

17 むぎごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう こめ　むぎ　　　　

(水) ポークカレー ぶたにく　　　　 じゃがいも　ウスターソース　カレールゥ　　　 あぶら　　 にんじん　　　 たまねぎ　にんにく　グリンピース　アップルソース　　

さわらのレモンペッパーやき さわら　　　　 レモンペッパー焼オイル　　 レモン果汁　　　　　

こんにゃくサラダ 糸かまぼこ　　　　 わかめ　 ノンオイルドレッシング（青じそ）　　 こまつな　にんじん　　 こんにゃく　キャベツ　　　　

18 むぎごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう こめ　むぎ　　　　

(木) やきにく ぎゅうにく　みそ　コチジャン　　 さとう　　　　　 あぶら　ごまあぶら　 ピーマン　　　 たまねぎ　にんにく　しょうが　　　

きゅうりともやしのナムル さとう　　　　　 ごまあぶら　ごま　 にんじん　　　 きゅうり　だいこん　　　　

かふうたまごスープ たまご　カットベーコン　　　 ちゅうかスープ　かたくりこ　　　　 にんじん　パセリ　　 コーン　たまねぎ　　　　

19 むぎごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう こめ　むぎ　　　　

(金) あじのしおやき あじ　　　　

なっとうサラダ なっとう　ちくわ　かつおぶし　　 ほうれんそう キャベツ　きゅうり　　　　

じゃがいものみそしる とうふ　うす揚げ　みそ　　 にぼしだし　 じゃがいも　　　　　 にんじん　こまつな　　 しいたけ　たまねぎ　　　　

デラゼリー デラゼリー　　　　　

22 むぎごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう こめ　むぎ　　　　

(月) ひらつくね 平つくね　　　　

ごまあえ さとう　　　　　 ごま　　 ほうれんそう　にんじん　　 もやし　　　　　

きりぼしだいこんのピリからに ぶたにく　うす揚げ　　　 さとう　　　　　 あぶら　　 にんじん　こまつな　　 きりぼしだいこん　にんにく　はくさいキムチ　しめじ　　

23 むぎごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう こめ　むぎ　　　　

(火) ぶたにくのあまずあんかけ ぶたにく　　　　 かたくりこ　さとう　　　　 揚げあぶら　　

えだまめサラダ マヨネーズ　　 カラーピーマン　　　 えだまめ　きゅうり　キャベツ　　　

ワンタンスープ ワンタン　　　　 チンタンスープ　ちゅうかスープ　　　　 にんじん　チンゲンサイ　　 たけのこ　干ししいたけ　しょうが　にんにく　もやし　

24 むぎごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう こめ　むぎ　　　　

(水) とりにくのてりやき とりにく　　　　 しょうが　　　　　

キャベツのサラダ さとう　　　　　 あぶら　　 にんじん　ほうれんそう　　 キャベツ　きゅうり　コーン　　　　

パンプキンスープ ぎゅうにゅう 調理用バター　シチュールゥ　 かぼちゃ　パセリ　　

25 わかめごはん わかめ　ぎゅうにゅう こめ　　　　　

(木) さばのみそに さば　みそ

ごもくきんぴら ぶたにく　　　　 さとう　　　　　 ごまあぶら　あぶら　 にんじん　　　 ごぼう　れんこん　　　　

とうふのおすまし とうふ　だしかつお　　　 わかめ　だしこんぶ にんじん　　　 えのきたけ　だいこんば　　　　

26 むぎごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう こめ　むぎ　　　　

(金) ごろっとしんじゃがととりのあげに とりにく　　　　 じゃがいも　かたくりこ　さとう　　　 揚げあぶら　　

ごまずあえ さとう　　　　　 ごま　　 にんじん　　　 きゅうり　キャベツ　　　　

たまねぎのみそしる とうふ　うす揚げ　みそ　　 にぼしだし　 にんじん　　　 たまねぎ　しめじ　ねぎ

29 むぎごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう こめ　むぎ　　　　

(月) メンチカツ ミンチカツ　　　　 揚げあぶら　　

ポテトサラダ チキンハム　　　　 じゃがいも　　　　　 マヨネーズ　　 にんじん　　　 きゅうり　コーン　　　　

たまごととまとのスープ たまご　カットベーコン　　　 にんじん　パセリ　トマト　 たまねぎ　えりんぎ　　　　

30 カレーピラフ チキンウインナー　　　　 ぎゅうにゅう こめ　カレー粉　　　　 あぶら　　 にんじん　　　 グリンピース　コーン　　　　

(火) しろみざかなのマヨやき メルルーサ　　　　 マヨネーズ　　 パセリ　　　

りっちゃんのげんきサラダ チキンハム　かつおぶし　　　 らくらく昆布　 さとう　　　　　 あぶら　　 にんじん　トマト　　 キャベツ　きゅうり　コーン　　　

しらたまいりフルーツポンチ カラフルしらたまだんご　さとう　　　　 パイナップル　みかん　りんご　バナナ　ナタデココ　

雲南市加茂学校給食センター
お　も　な　ざ　い　り　ょ　う

赤の食品

おもに体をつくるもとになる食品

黄の食品

おもにエネルギーのもとになる食品

緑の食品

おもに体の調子を整えるもとになる食品


