
今月の目標

よくだべて
かぜにまけないからだをつくろう

かわじままちかっこうさゆうしょく

平成28年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川島町学校給食センター 

目上擢 ��こんだてめい ��おもなしょくひんめい ���えいようりょう し㌫㌫　　　　　　おかず ��からだをつくるもの �ねつやらからになるもの �からだのちょうしをととのえるもの �エネルギー 　kO■I �たんばく貫 　t 

1 �水 �ごほん 牛乳 �てつくりハッシュドポーク �ぎゅうにゆう �ご鯵ん �たまねぎ　にんにく　きゅうり �694 �29．4 とりにくのこうみやき �ぶたにく　とりにく �あぶら　ココア　バター　さとう �にんじん　エリンギ 
こんにゃくサラダ ��こむきこグっニューとつ オリーブオイルごまあぶら �こんにゃく　もやし �859 �35．8 

2 �木 �しょくパン 牛乳 �ボルシチ �ぎゅうにゅう �しょ＜パン �にんにく　セロリ「－　キャベツ �645 �25．3 おさかなナゲ．ット（小②中③） �ペーコ．ン　ぶたにく �あぶら　じゃがいも　バター �たまねぎにんじ～ 　一一 
フルーツヨーグルトあえ りんごジャム �なまクリームヨヤクルト おさかなナゲット �ナタデココ　りんごジャム �りん」かん　ももかん　みかんかん �875 �33．6 

3 �金 �ごほん 牛乳 �にくじゃが �ぎゅうにゆう �ご鯵ん �にんじん　たまねぎ �708 �23．8 こいわしフライ（小①中②） �ぶたに＜　こいわしフライ �じゃがいも　さとう　あぶら �たけのこ　ほししいたけ 　　　■■・．■　■■－ 
ごぼうサラダ �ふくまめ �ごまあぶら　ごま �しらたき　」ぽっ �906 �29．8 
ふくまめ �みそ �さんおんとう �キャベツ　コーン 

6 �月 �すめし �みそしる �ぎゅうにゅう �すめし �ねぎ　うめしそ �600 �23．0 
（セルフてまきずし） �のり　うめしそ �あぶらあけ �じゃがいも　あぶら �きゅうり 

■　牛乳 �いかスティック（小②中③） きゅうりスティック（小②中②） �いかスティックのり みそ ���745 �28．5 

■7 �火 �じこなうどん 牛乳 �おろしうどん（しる） �ぎゅうにゅう �じこなうどん �こまつな　ねぎ　だいこん �608 762 �24．7 29．8 きんときまめのあまに �ぶたに＜　‾ぁぶらあけ �あぶら　さとう �ほししいたけ　にんじん 
ひじきとじゃこのサラダ �きんときまめごま ひじきちりめんじゃこ �ごまあぶら　ごま �きゅうり　コーン 

8 �水 �こはん 牛乳 �なめこじる �ぎゅうにゅう �こ鯵ん �なめこ　だいこん　ねぎ �628 769 �27．2 32．6 さけのみそマヨネーズやき �とうふ　みそ　さけ �マヨネーズ（エッグフリー） �こまつな　にんじん　れんこん 
れんこんとぶたにくのきんぴら �ぶたに＜ �ごまあぶら′あぶらさとう ごま �こんにゃく 

9 �木 �＜ろパン 牛乳 �はく＿さいのクリームスープ �ぎゅうにゅう �くろパン �たまねぎ　にんじん　はくさい �710 895 �24．2 29．6 フランクフルトのケチャップソースかけ �ベーコン　チーズ �こめこ　さとう　ごま �トマトかん　キャベツ　きゅうり 
さくさくサラダ・たまねぎドレッシング �スキムミルクバター なまクリームフランクフルト �ドレッシング　あぶら �れんこん 

10 �金 �こはん 牛乳 �マーボーとうふ �ぎゅうにゅう �ご鯵ん �しょうが　にんにく　ねぎ　にんじん �672 809 �26．6 31．9 ひじきぎょうざ（小②中②） �ぶたにく　とうふ �あぶら　さとう　でんぷん �たけのこ　にら　だいずもやし 
ナムル・ �ひじきぎょうざ みと �ごまあぶら　ラーゆ �こまつな 

13 �月 �ちやめし 牛乳 �にこみおでん �ぎゅうにゆう �ちゃd帆′ �だいこん　こんにゃく �餌8 867 �26．5 32．4 ちくわのいそべあげ（小①中②） �がんもどき �じゃがいも　さとう　こむきこ �こまつな　にんじん　もやし 
ごまぴたし・あおじそドレッシング �うずらたまここんぶ ちくわあおのり �あぶらごま ドレッシンク 

14 �火 �ホットちゅうかめん 　牛乳 �わかめラーメン（しる） �ぎゅうにゅう �ホットらゆうかめん �にんじん　こまつな　ねぎ �628 760 �21．9 25．8 ハートのコロッケ・ソース はるさめサラダ �なると　わかめ　やきぶた �あぶらごまあぶら コロッケさとうはるさめ ラーゆ �キャベツ　きゅうり　コーン 

15 �水 �こはん 牛乳 �みそしる �ぎゅうに払う �ご鯵ん �こんじん　だいこん �702 �27．3 にくだんこのあまずあんかけ �あぶらあげ　にくだんこ �あぶら　さとう　でんぷん �ねぎ　たまねぎ 
（小②中③） きりぽしだいこんのシャキシャキそぼろ �ぶたにくとりにく みモ ��きりぽしだいしんコーン こまつな �968 �37．5 

16 �木 �はちみつパン 牛乳 �ふわふわスープ �ぎゅうにゅう �まうみつパン　むしろゅうかめん �こんじん　たまねぎ‾ �632 �22．8 やきそば �ベーコン　チーズ　たまご1 �あぶら　じゃがいも　パンこ �コーン　キャベツ 
フルーツあんにんどうふ �ぶたにく �あんにんゼリー　クラニューとつ �パインかんりみしかんももかん れもんかじゆう �817 �28．4 

17 �金 �ごほん 牛乳 �チキンカレー �ぎゅうにゅう �ご惨ん �にんにく　しょうが　たまねぎ �718 �28．6 だいずとこざかなのシャリシャリあけ �とりにく　チーズ　パター �あぶら　じゃがいも　こむきこ �にんじんオニオンソテートマトかん 　　　　一一■ 
もやしのサラダ �ヨーグルト　かたくらいわし �＜ろざとう　ココア　でん′ぷん �すりおろしりんし　きゅつり　もやし �889 �34．8 

だいず �さとう　こま　ごまあぶら �コ⊥－ン 

20 �月 �こはん 牛乳 �みそしる �ぎゅうにゅう �ご鯵ん �にんじん　たまねぎ　しめじ �619 �21．4 わふうオムレツ �とうふ・オムレツ　ぶたに＜ �じゃがいも　あぶら　さとう 
ぶたにくとひじきのいためもの　＿ �ひじき みと �でんJSlん ��754 �24，7 

21 �火 �じこなうどん 牛乳 �にくじるうどん（しる） �ぎゅうにゅう �じこなうどん　コッペパン �にんじん　ねぎ　キャベツ �671 �23．7 ココアあけパン �ぶ茫にく　あぶらあげ �あぶら　ココア　さとう 
ピーンスサラダ‾ �こんぶ　ミックスピーンズ �オリーブオイル ��857 �29．5 

22 �水 �こはん 牛乳・ �まっぽうさい �ぎゅうにゅう �ご鯵人 �しょうが　にんにく　にんじん �634 �20．0 にらまんじゆう �ぶたにく　いか �あぶら　でんぷん　ごまあぶら �たまねぎ　たけのこ　きくらげ 
ぽんかん �うずらたまご　にらまんじゅう ��ギヤベッチンケンサイ ぽんかん �755 �23．8 

23 �木 �こともパン �コーンスープ �ぎゅうにゆう �こともパン �こんじん＿たまねぎ　コーン �691 �25．9 
（セレクトドリンク） �ハンバーグデミソースかけ �コーヒーミルク（セレクト） �あぶら　バター　こむきこ �エリンギ　キャベツ 
コーヒーミルク みかんジュース �シャキシャキキャベツ �ベーコンなまクリーム ハンバーグだいず �さとう　オリーフオイル �みかんジュース（セレクト） �781 �29．8 

24金 27月 28火 20回 ��こはん 牛乳 �かわじまこじる �ぎゅうにゅう �ご鯵人 �こんじん　ごぼう　だいこん �629 �27．6 
スタミナすったて丼 �だいずぶたにく みモ �あぶら　さといも　ごま �まししいたけ　鯵くさい　ねぎ 
きゅうりもみ かわペえゼリー ��さとう　いちごゼリー �たまねぎしょうがにんにく 丘●ろII �682 �32．1 

こはん 牛乳 �なまあげとだいこんのみそに �ぎゅうにゅう �ご鯵ん �こんじん　だいこん　こんにゃく �658 �29．8 
いかのしせんふうやき �ぶたにく　あっあげ �あぶら　でんぷん　ごま　さとう �キャベツ　きゅうり． 

キャベツのごまあえ �みそ　いか �ごまあぶら �しょフが　ねぎ �808 586 �36．1 26．6 

ホットちゅうかめん 　牛乳 �しょうゆラーメン（しる） �ぎゅうにゅう �ホットらゆうかめん �にんにく　もやし　こまつな 
しゆうまい（小②中②） �Siだにくしゆうまい 。こ了承下さい。 �あぶら �ねぎ　コーン　いちご 
いちご（小②中②） 中3セレクトデザート ��カップ丁サート（中3） �オレンジ（中3） �716 �31．4 

※材料などの都合で献立が変更になる場合がありま ���※象事の食品は、川島町産の �今月の平均栄妻摂取豊 学校給食摂取基準 �669 �26．6 

※毎月19日は食青の白です。家庭でも「食」につ 　248（金）えやミナす，だて＃ 　川島町こはん料理コンテストでグランプリ ��いて話してみませんか？食材を使っています。 を受賞した、南闇奈津美様の作品「スタミナすつ ���抄は 糾0 820 �33．0 24 ＿（週二避2 30 （25～40） 

たて丼」を給食で実施するためにアレンジさせていただきました。こはんの上に、みそで味付けし
たお肉ときゅうりもみをのせて食べます。この日の給食は、郷土食の「呉汁」と、パッケージにか
わべえが印刷された「かわべえゼリー（いちごのゼリー）」を組み合わせ、川島町の特色を生かし
た献立となっています。

徽材の傭用事走査嶋について
★食材の使用予定産地・給食の写真をホームページに掲載しています。ホームページアドレスhttp：〟WⅥW．tOWn．kawaJha・§細amaJp／


