
今月の目標
マナーをまもって

たのしいきゆうしょくにしよう

かわじままちかっこうきゅうしょく
へいせい　ねんと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Jll島町学校給食センター 

日 �曜 �こんだてめい ��おもなしょ＜ひんめい ���えいよつりょつ ェネルギーたんばく賞 しゆしよく のみもの �お　か　ず �からだをつくるもの �ねつやらからになるもの 一■　一一，■●・‾■ �からだのらよっしをととのスるもの にんじんほししいたけ えのきたけねぎすりおろしりんご �k¢81 小学生 �　g 小学生 

1 �水　－ �午はん �すましじる ひがしまつやまやきとりこはんのぐ �ぎゅうにゅつ なるととうふみ蟹 �＿鯵んしまあblb さんおんとうごま ��617 �29．5 
牛乳 �ごまびたし・あおじそドレッシング �ぶたにく 　－■‾ �ドレッシング はちみつパン �しよっがにんにく豊中うり もやし にんじんたまねぎ トマトかんキャベツ �中学生 　756 �中学生 　36．0 

2 �木 �はちみつパン �やさいとまめのスープ ～－フードナゲット（小①中①） �ぎゅつにゆつ ミックスピーンス �あぶら　さとう ��615 �21．0 
牛乳 �三／ マカロニサラダ・マヨネーズ �シーフードナゲット フランクフルト �マカロニマヨネーズ 岬捗ん �空中うりチンゲンサイ ごぼうにんじん こんl羊やくねぎ1、 �824 �26．7・ 

6 �月 �こはん �けんらんじる にくだんこのあまずあんかけ（小②中③） �ぎゅつにゆつ あぶらあげとうふ �ヽ－ あぶらさといもごま ��649 �24．1 
牛乳 �し＿し キャベツのごまあえ �みぞにくだんご �さとうでんぷん 、、卜ち‾かめん �キャベツにんじん一手つ響 しょうがにんにく �822 �30．3 

7 �火 �ホットらゆうかめん �こも＜あんかけ7－メン（しる） しゆうまい（小①中②） �ぎゅつにゆつ ぶだにくなると �ホッ　ゆつ あぶらでんぷんごまあぶら �にんじん　たまねぎ �610 �27．3 
牛乳 �ナムル �いか　しゆうまい �ラーゆさとう ‾■ん �ほししいたけはくさい もやしこ蓼つ等 ごぼうにんじん ねぎこ謬つ等しめじ にんじんたまねぎ コーンしょうが �769 �34．1 

8 �水 �こはん �ごまみそしる わふうオムレツ �ぎゅつ．にゅっ とうふみモ �＿鯵 あぶらじゃがいも．ごま ��630 �24．4 
牛乳 �ひじきのしっとりふりかけ �オムレツちりめんじゃこ ひじき �さとうでんぷんさんおんとう lヽ ��790 �30．1 

9 �木 �ツイストパン �コーンスープ とりにくのからあげ �ぎゅつにゅつ ベーコンなまクリーム �ツイストパン あぶらパターこめこ ��708 �24．0 
牛乳 �ごぼうサラダ・かわじまドレッシング �とりにく 　－■■‘■■ �でんぷんごまドレッシング ■■ �」ぽっにんじん壱中うり しょうがにんじんだ季ねぎ たけのこしらたき �889 �29．7 

10 �金 �こはん �じゃがいものそぼろに いかのしょうがやき �ぎゅつにゆつ ぶたにくいか �＿鯵ん あぶらじゃがいも ��619 �25．3 
牛乳 �かいそうサラダ �かいそう �さとうでんぷんごまあぶら 一■・一一一、’、 �キャベツもやし にんじんねぎ■揮うれんぞう かぼちゃコロッケこ手つぢ にんにくにんじんしょうが �759 �．30．3 

13 �月 �こはん 牛乳 �かきたまじる かぼちゃコロッケ・ソース こまつなとじゃこのふりかけ �ぎゅうにゆうちりめんじゃ」 とうふたまご ■－■■■ �＿鯵ん」ましまあ仏1b でんぷんあぶら ■■ ��662 833 �23．3 28．6 

15 �水 �こはん �とうふのこも＜いため さけのしおやき �ぎゅつにゆつ ぶだにくとうふ �＿鯵ん あぶらでんぷんごまあぶら パヽ �L　L＿ ほししいたけたけめこ �667 �29．9 
牛乳 �みかん �さけ ��ねぎチンゲンサイ みかん たまねぎにんじん 1ロサコり－ �830 �38．4 

16 �木 �くろパン �ブロッコリーのシチュー フランクフルトのケチャップソースかけ �ぎゅつにゅっ とりにくフランクフルト �くろン あぶらじゃがいもさとう ��705 �24．2 
ヰ乳 �コールスロー �なまクリーム �スキムミルクバター こむきこオリーブあぶら 一r �キャベツ にんじんごぼうだいこん ほししいたけはくさいねぎ �886 �29．8 

17 �金 �こはん �かわじまこじる スタミナすったてどんのぐ �ぎゅつにゆつ だいずみと �ー捗ん あぶらさといもごま ��670 �30．3 
牛乳 �、 きゅうりもみ ひとくらチ－ズ �ぶたに＜　チーズ �さとう ご鯵んじゃがいも さとうごまあぶら �たまねぎしょつがにんにく 壷ゆうり たまねぎこまつなにんにく �809 �36．3 

20 �月 �こはん �じゃがいものみそしる さばのねぎみそかけ �ぎゆつにゆつ あぶらあげみぞ ��し＿ 玲ぎこんにゃくきりぽしだいこん �709 �28，0 牛乳 �きりほしだいこんとぶたにくのカレーきんぴら �さば　ぶたに＜ �じゃがいも じこなうどん こむぎここまあぶら �にんじん こ謬つ等ねぎだいこん ほししいたけにんじん �874 �33．7 

21 �火 �じこ項うどん �わふうつけじる（しる） ちくわの‾うみあげ（小①中②） �さゆつにゆつ ぶたにくあぶらあげ ���679 �25．5 牛乳 �　」 もやしとこまつなのサラダ �ちくわ　こんぶ �さとうごまあぶら す功し �もやし にんじんはくさいねぎ だいこんコーンごぼう しらたきえのきたけほししいたけ ごぼうにんじん こんにゃくねぎこ審つ等 �843 �31．4 

22 �水 �すめし くかてめし） 牛乳 �かわじまやさいとミートボールのスープ やつほかてめしのぐ こえびのからあげ �ぎゆつにゆつ ミートボール こえびのからあげろくわ あぶらあげ ■■■■■■■－ �さとうあぶら †鯵ん ��645 791 �23．8 28．7 

24 �金 �こはん �とんじる ごまつくね（小①中②） こんにゃくのごまあえ �ぎゆつにゆつ ぶたに＜ごまつくね �－ あぶら　さとうさつまいも ��675 �25．6 牛乳‾ ��とうふ　みモ �ごま 一鯵ん �もやし にんじんえのきたけ しょうがたまねぎにんじん なすピーマンねぎ にんにくしょうが にんじんコーンもやし �863 �32．0 

27 �月 �こはん �わかめのみそしる アジフライ・・ソース �ぎゆつにゆつ わかめとうふみ箸 �ヽ■ あぶらさとう ホットらゆうかめんあぶら ごまあぶらさとうごま ��668 �28．3 
牛乳 �よしみあぶらみそ �アジフライぶたに＜ 　■■■■・ ���854 �36．0 

．2 2 3 �火 7 �ホットちゆうかめん �しおラーメン（しる） ゼリ⊥フライ・ソース あんにんどうふ �さゆつにゆつ ぶだにく ぎゆうにゆう ぶたにくチーズ ���638 �21．7 牛乳 ���ゼリーフライ　あんにんどうふ �ねぎこ手つ等パインかん りんごかんももかん �786 �28．2 

こはん �てつくりカレー ーだまめフリッター（小①中①） ��ご鯵ん あぶらじゃがいも �にんにくしょうが たまねぎにんじんトマトかん 　　■、－ �鱒7 �22．0 

牛乳 �ス」 ミニトマト（小②中②） �ヨーグルト �パターこむぎこくろさとつ ココアえだまめフリッター �オニオンソ丁－　ミ＿トマト �845 �25．9 

ヽ �ふわふわスープ てりやきハン／トク �ぎゆうにゆう ベーコンチ「ズ �　し こともパン あぶらじゃがいもパンこ �にんじんたまねぎ コーンしめじキャベツ 今月の平均栄養摂取量 学校給食摂取基準 �621 �26．8 

木 9回 �こともパン 牛乳 �シャキシャキキャベツ �たまご　ハンバーグ �さとうでんぷんオリーブオイル 　※素手の食品は、 　川島町産の食材を ��752 �32．7 

※材料などの都合で献立が変更になる場合があります。ご了承下さい。 �����857 �25．5 
※毎月19日は食膏の日です。ご家庭でも『劇につ ��いて話してみましょつ。　　　　　使っています。 

I帽臥　r彰の血ふるまと学績絶食月乱です血 �����820 640 �31．4 24 

学校給食をとおして、地元産食材や郷土食に触れ、ふるさとへの愛着を深めようというものです。 ������（沌～32） 

莞器禁芸雷器㌘野菜やみそなどを使った批料理や・埼玉産食材誓さんとりいれ干感1 �����820 �30 （25～40） 

◆川島町以外の郷土料理等もたくさんとり入れ札た。

群しくは裏の給食だよりをご覧ください。

★食材の使用予定産地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：／／www．town．kawa卸値．＄aitama加／


