
今月の目標
マナーをまもって

だのしいきゅうしょくにしよう

蒜2。蒜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　写7窟詣靂蒜遠もンタ一・ 

日 �曜 �こんだてめい ��おもなしょ＜ひんめい ���えいようりょう 
しゆしょく 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 �からだのらようしをととのえるもの �エネルギー 　kGd �たんばく質 　g 

1 �水 �午はん �すましじる �ぎゅうにゅう �ご鯵ん　ごまあぶら �にんじん　ほししいたけ �小学生 �小学生 
ひがしまつやまやきとりこはんのぐ �なると　とうふ　みと �さんおんとう　ごま �えのきたけ　ねぎ　すりおろしりんご �617 �29．5 

牛乳 �ごまびたし・あおじそドレッシング �ぶたに＜ �ドレッシング �しょうがにんにく己●うり もやし �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 �ぎゅうにゅう �まらみつパン �にんじん　たまねぎ �615 �21．0 
シーフードナゲット（小①中①） �ミックスピーンズ �あぶら　さとう �トマトかん　キャベツ 

牛乳 �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 �壷●うり　チンゲンサイ �824 �26．7 

6 �月 �こはん �ナんうんじる �ぎゅうにゆう �ご鯵ん �ごぼう　にんじん �649 �24．1 
こくだんこのあまずあんかけ（小②中③） �あぶらあげ　とうふ �あぶら　さといも　ごま �こんにゃく　ねぎ 

牛乳 �キャベツのごまあえ �みぞ　にくだんこ �さとう　でんぷん �キャベツ　にんじん　こ手つぢ �822 �30．3 

7 �火 �ホットらゆうかめん �こもくあんかけラーメン（しる） �ぎゅうにゅう �ホットちゅうかめん �しょうが　にんにく �610 �27．3 
しゆうまい（小①中②） �ぶたに＜　なると �あぶら　でんぷん　ごまあぶら �にんじん　たまねぎ 

牛乳 �ナムル �いか　しゆうまい �ラーゆ　さとう �ほししいたけはくさい もやしこ事つ等 �769 �34．1 

8 �水 �こはん �ごまみそしる �ぎゅうにゆう �ごlさん �ごぼう　にんじん �630 790 �24．4 30．1 
わふうオムレツ �とうふ　みと �あぶら　じゃがいも　ごま �ねぎ　こさつ等　しめじ 

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 

9 �木 �ツイストパン �コーンスープ �ぎゅうにゅう �ツイストパン �にんじん　たまねぎ �708 889 �24．0 29．7 
とりにくのからあげ �ベーコン　なまクリーム �あぶら　パター　こめこ �コーン　しょうが 

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 �ごぼう　にんじん　豊中うり 

10 �金 �こはん �じゃがいものそぼろに �ぎゅうにゆう �ご鯵ん �しょうが　にんじん　た亭ねぎ �619 759 �25．3 ．30．3 
いかのしょうがやき �ぶたにく　いか �あぶら　じゃがいも �たけのこ　しらたき 

牛乳 �かいそうサラダ �かいそう �さとう　でんぷん　ごまあJSてら �キャベツ　もやし 

13 �月 �こはん 牛乳 �かきだまじる �ぎゅうにゅう　ちりめんじゃこ �ご鯵ん　　こま　ごまあJSてら �にんじん　ねぎ‾　揮うれん箸う �662 833 �23．3 28．6 
かぼちゃコロッケ・ソース こまつなとじゃこのふりかけ �とうふ　たまご �でんぷん　あぶら �かぼちゃコロッケ　こ手つ等 

15 �水 �こはん 牛乳 �とうふのこも＜いため �ぎゅうにゆう �ご捗ん �こんにく　にんじん　しょうが �667 �29．9 
さけのしおやき �ぶたにく　とうふ �あぶら　でんぷん　ごまあぶら �まししいたけ　たけのこ 
みかん �さけ ��ねぎテンゲンサイ みかん �830 �38．4 

16 �木 �＜ろパン �ブロッコリーのシチュー �ぎゅうにゅう �＜ろパン �たまねぎ　にんじん �705 �24．2 
フランクフルトのケチャップソースかけ �とりにく　フランクフルト �あぶら　じゃがいも　さとう �つロヤコり－ 

ヰ乳 �コールスロー �なまクリーム �スキムミルクバター こむぎこオリーブあぶら �キャベツ �886 �29．8 

17 �金 �こはん �かわじまこじる �ぎゅうにゅう �亡はん �にんじん　ごぼう　だいこん �670 809 �30．3 36．3 
スタミナすったてどんのぐ �だいず　みぞ �あぶら　さといも　ごま �まししいたけ　はくさい　ねぎ 

牛乳 �、 きゅうりもみ ひとくらチ－ス �ぶたに＜　チーズ �さとう �たまねぎしょうがにんにく 空中うり 

20 �月 �こはん �じゃがいものみそしる �ぎゆうにゆう �ご捗ん　じゃがいも �たまねぎ　こまつな　にんにく �709 �28．0 
さばのねぎみそかけ �あぶらあげ　みぞ �さとう　ごまあぶら �ね＿ぎ　こんにゃく　きりぽしだいこん 

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 �にんじん �874 �33．7 

21 �火 �じこ項うどん 牛乳 �わふうつけじる（しる） �ぎゆうにゆう �じこなうどん �こ審つ等　ねぎ　だいこん �679 �25．5 
ちくわのこうみあけ（小①中②） �ぶたに＜　あぶらあげ �こむきこ　こま　あぶら �まししいたけ　にんじん 
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 �もやし �843 �31．4 

22 �水 �すめし �かわじまやさいとミートボールのスープ �ぎゆうにゅう �すめし �こんじん　はくさい　ねぎ �645 �23．8 
（かてめし） �やつほかてめしのぐ �ミートボール �さとう　あぶら �だいこん　コーン　ごぼう 

牛乳 �こえびのからあげ �こえびのからあげちくわ あぶらあげ ��Lbたき　スのきたけ　ほししいたけ �791 �2乱7 

24 �金 �こはん �とんじる �ぎゆうにゆう �こ鯵ん �ごぼう　にんじん �675 �25．6 
ごまつくね（小①中②） �ぶたに＜　ごまつくね �あぶら　さとう　さつまいも �こんにゃく　ねぎ　こ審つぢ 

牛乳■ �こんにゃくのごまあえ �とうふ　みと �ごま �もやし �863 �32．0 

27 �月 �こはん �わかめのみそしる �ぎゆうにゅう �ご鯵ん �こんじん　えのきたけ �668 �28．3 
アジフライ・－ソース �わかめ　とうふ　み蟹 �あぶら　さとう �しょうが　たまねぎ　にんじん 

牛乳 �よしみあぶらみそ �アジフライ　ぶたに＜ ��なす　ピーマン　ねぎ �854 �36．0 

28 29 30 �火 水 木 �ホットちゆうかめん �しおラーメン（しる） �ぎゆうにゆう �ホットらゆうかめん　あぶら �こんにく　しょうが �638 �21．7 
ゼリーフライ・ソース �ぶたにく ぎゆうにゆう �ごまあぶら　さとう　ごま �こんじん　コーン　もやし 

牛乳 �あんにんどうふ ��ゼリーフライ　あんにんどうふ �ねぎこ謬つ等パインかん 　‾か　ももかん �786 697 845 621 �26．2 22．0 25．9 26．8 

こはん �てつくりカレー ��ご鯵ん �りん」ん にんにくしょうが 
えだまめフリッター（小1中1） �ぶたに＜　チーズ �あぶら　じゃがいも �たまね　　にんじん　トマトかん 

牛乳 �ll ミニトマト（小②中②） �ヨーグルト �パターこむぎこくろざとう ココアえだまめフリッター �オニオンソテー　ミニトマト 

こともパン 牛乳 �ふわふわスープ �ぎゆうにゅう �　　　ヽ＿ こともパン �こんじん　たまねぎ 
てりやきハンバーグ �ベーコン　チ「ズ �あぶら　じゃがいも　パンこ �コーン　しめじ　キャベツ 
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 ��752 �32．7 

1 �国 �※材料などの都合 �で献立が変更になる場合があります �。こ了承下さい。 �※本字の食品は、 川島町産の食材を �今月の平均栄養摂取量 学校給食摂取基準 �657 �25．5 ※毎月19日は食膏の日です。ご家庭でも『食』につし ��1て話してみましょう。　　　　使っています。 

目角臥　r彰の血ふるまと学績絶食月態1です。 �����820 �31，4 

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。 �����640 �24 （18～32） 

莞監至芸雷器㌘野菜やみそなどを使った郷土料理や・埼玉産食材誓くさんとりいれた威 �����820 �30 （25～40） 

◆川島町以外の郷土料理等もたくさんとり入れました。

※埼玉県の郷土料理・ 川島町産食材は太字になっています。辞しくは裏の給食だよりをご覧ください。

★集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，kawajjma．saltama．Jp／


