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血や肉になるもの（赤） 力や熱となるもの（黄） 体の調子を整えるもの（緑）

さわらの南部揚げ 牛乳　さわら　 パン　黒糖　 黒ごま 玉ねぎ　にんじん　枝豆
1 木 黒糖パン コンソメスープ とり肉 でんぷん　ひまわり油　　 しょうが　れんこん　とうもろこし

キャベツのソテー パン粉　砂糖　サラダ油 キャベツ　ほうれん草
根菜入りつくね 牛乳　とり肉　 米　パン粉　砂糖 れんこん　ごぼう　玉ねぎ　

2 金 ごはん ハヤシ 牛肉 サラダ油　小麦粉 にんじん　にんにく　マッシュルーム

カラフルソテー グリンピース　もやし　さやいんげん豆

★歯を強くしよう いわしの梅煮 牛乳　いわし　とり肉 米　麦　砂糖 ごぼう　にんじん　青ねぎ
5 月 麦ごはん ごぼうときのこのみそ汁 みそ　油あげ でんぷん　サラダ油 しめじ　干ししいたけ

切干大根のいため煮 切干大根　梅
★鉄ちゃんの日　　　 とりとレバーのオーロラ煮 牛乳　とり肉　とりレバー パン　さつまいも　澱粉　 玉ねぎ　にんじん

6 火 コッペパン 米粉カレースープ 豚肉　わかめ ひまわり油　米粉 キャベツ　トマト
海そうサラダ　塩ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ かまぼこ 砂糖 グリンピース　大根
シューマイ※ 牛乳　豚肉 米　パン粉　小麦粉 竹のこ　しょうが　玉ねぎ

7 水 ごはん 厚揚げ酢豚 厚揚げ 砂糖　澱粉　ごま にんじん　さやいんげん豆　干ししいたけ

ナムル ごま油　サラダ油 青ピーマン　小松菜　もやし
★カミカミこんだて イカリングフライ※ 牛乳　いか　卵 フランスパン　小麦粉　パン粉　 こんにゃく　ごぼう

8 木 ソフトフランスパン 根菜のコンソメ煮 とり肉 ひまわり油　オリーブ油　じゃがいも れんこん　さやいんげん豆
あんずジャム ひじきとハムのサラダ ひじき　ハム サラダ油　卵なしマヨネーズ にんじん　大根　枝豆　

千草焼き（ちぐさやき） 牛乳　卵　とり肉 米　さといも 赤しそ　ほうれん草　竹のこ　

9 金 しそごはん 具だくさんみそ汁 かまぼこ　みそ 砂糖 にんじん　大根　干ししいたけ

高野とうふの五目煮 高野とうふ　豚肉 青ねぎ　こんにゃく　玉ねぎ
焼きししゃも※ 牛乳　ししゃも 米　麦 玉ねぎ　にんじん

12 月 麦ごはん 肉じゃが 牛肉　 サラダ油　じゃがいも グリンピース　糸こんにゃく
びわ 砂糖 びわ
もち米肉だんご※ 牛乳　豚肉　とり肉 近江うどん　もち米　澱粉 玉ねぎ　もやし　キャベツ

13 火 近江うどん 近江ちゃんぽん なると　こんぶ パン粉　砂糖　 しょうが　にんじん　かんぴょう

きゃべつのこんぶ和え 干ししいたけ　青ねぎ
★全国郷土料理（宮城県） モーカ竜田揚げ 牛乳　モーカ（さめ） 米　澱粉　ひまわり油 しょうが　大根　にんじん

14 水 ごはん いものこ汁 とうふ　油あげ　みそ さといも　砂糖 青ねぎ　糸こんにゃく
くきわかめのきんぴら くきわかめ　とり肉 サラダ油 さやいんげん豆
近江牛コロッケ 牛乳　近江牛肉 うずまきパン　パン粉　小麦粉 玉ねぎ　にんじん　

15 木 うずまきパン ポークビーンズ 豚肉　大豆　 砂糖　ひまわり油　じゃがいも グリンピース　
スナップえんどう　卵なしマヨネーズ 米粉　オリーブ油　卵なしマヨネーズ スナップえんどう
あじの塩焼き 牛乳　あじ　 米　サラダ油 玉ねぎ　にんじん

16 金 ごはん きのこのすまし汁 かまぼこ　 しめじ　干ししいたけ
小松菜と豚肉のソテー 豚肉 小松菜　もやし

★ふるさとこんだて わかさぎのお茶揚げ 牛乳　わかさぎ 米　麦 梅干　土山茶　チンゲンサイ
19 月 麦ごはん たまねぎのみそ汁 竹輪　みそ 澱粉　ひまわり油 玉ねぎ　しめじ　にんじん

梅干 かんぴょうのかみかみ和え ごま油　砂糖 青ねぎ　かんぴょう　とうもろこし

さばのみそがけ 牛乳　さば　みそ 米　砂糖 竹のこ　れんこん
20 火 ごはん 筑前煮 とり肉　納豆 里いも　 ごぼう　にんじん　

滋賀県産大豆の納豆 こんにゃく　
★夏至の日のこんだて たこのナゲット※ 牛乳　たこ　いか　たら 米　小麦粉　ひまわり油 玉ねぎ　にんじん

21 水 ごはん カレー 豚肉 砂糖　サラダ油 にんにく　しょうが
にんじんのラペ ツナ でんぷん　じゃがいも

★ホットドックをつくろう ロングウインナー 牛乳　豚肉 パン　澱粉　オリーブ油 マッシュルーム　玉ねぎ
22 木 カットコッペパン とり肉と野菜のトマトスープ とり肉　ベーコン 砂糖　じゃがいも にんじん　にんにく

ケチャップ リヨネーズポテト サラダ油 トマト　パセリ
さけの塩焼き 牛乳　さけ　油あげ 米　サラダ油 かぼちゃ　玉ねぎ

23 金 ごはん かぼちゃのみそ汁 みそ　豚肉 砂糖 にんじん　ごぼう
きんぴらごぼう
にらまんじゅう※ 牛乳　豚肉　 米　麦 にら　キャベツ　玉ねぎ　にんじん

26 月 麦ごはん 中華コーンスープ くきわかめ　 もち粉　ごま油 干ししいたけ　とうもろこし
切干大根の中華和え とりささみ ごま 青ねぎ　切干大根

★ファイバーくんの日　　 ミニアメリカンドック※ 牛乳　魚肉ソーセージ パン　小麦粉　パン粉　 キャベツ　玉ねぎ　にんじん
27 火 コッペパン 五穀（ごこく）スープ 豚肉 澱粉　ひまわり油　もち麦 ガルバンゾー　えんどう　レンズまめ

メープルジャム いんげんのソテー 玄米　麦　赤米　黒米　サラダ油 あずき　パセリ　さやいんげん豆

★カルちゃんの日　　　 チーズはんぺんフライ 牛乳　魚肉すりみ　卵　チーズ 米　山いも　澱粉　パン粉 玉ねぎ　えのきだけ
28 水 わかめごはん とうふのすましじる とうふ　ちりめんじゃこ 小麦粉　砂糖　ひまわり油 にんじん　青ねぎ

ピーマンのじゃこいため わかめ　はんぺん サラダ油 青ピーマン　キャベツ
ハンバーグ 牛乳　とり肉　豚肉 パン　パン粉 パイナップル　玉ねぎ

29 木 パインパン ミネストローネ ベーコン 米粉マカロニ　じゃがいも にんじん　トマト　
ほうれんそうとコーンのソテー 砂糖　サラダ油 ほうれん草　とうもろこし
いかの照り焼き 牛乳　いか 米　砂糖　澱粉 玉ねぎ　にんじん

30 金 ごはん じゃがいものみそ汁 油あげ　みそ　 じゃがいも　 青ねぎ　キャベツ
竹輪とわかめの酢の物 竹輪　わかめ

＊使用食材などご質問があれば水口学校給食センターまでお問い合わせください。

＊材料の都合により献立の一部を変更することがあります。

＊月・水・金・21日は空弁当箱を持って登校しましょう。

＊パン製造工場では、卵などを含む製品を製造しています。（別紙参照）
＊麺製造工場では、小麦粉・そば粉・卵・乳を含む製品を製造しています。

　※6/27（火）ミニアメリカンドック 　　３こ

　※6/7（水）シューマイ　　　　 　小学校２こ　中学校３こ

　※6/8（木）イカリングフライ　　 小学校２個　中学校３個

　※6/12（月）ししゃも 　 　　　　２尾

　※6/13（火）もちごめにくだんご  ２こ

　※6/21（水）たこのナゲット　　  小学校２こ　中学校３こ

　※6/26（月）にらまんじゅう　　  ２こ

６月　 学　校　給　食　献　立　表
日 曜 主　　　食 牛乳 献立名

主　　　な　　　使　　　　用　　　材　　　料

給食の食材は、保護者の皆様からいただいております給食費
のみでまかなっております。お支払いいただかないと給食材
料を買うことができません。必ずお支払いください。

★放射能測定結果★
4⽉26⽇〜5⽉25⽇までの測定結果は、全て不検出でした。

バンバン
ジーﾄﾞﾚｯｼﾝ


