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①辱日朝亡はんを �◎1 い ヽヽ �83農、挽きな �⑨嘲舶脂霜掩決めて轟ぺ、 �＠3つのプルーフ切食品 �⑧食べられることに �できていないところが 
轟べた　　ゎ ��で鼻べた tl′ �女ぺすぎなかった �をバランスよく食べた �懇撫できた 

、一言 ヽ′ヽ′ヽノ ∧′l∧ �� � �誇芸 �どよ≠感 �．あった人は、来年度に またがんばってみま 

‾州　側‾ ′ ����静でお ��しよう！ （ 

／‾＼■’八、、′′ 、＿′　∴l／＼ �′‾ヽ lI ヽ＿′ �●　ヽ′ ′ヽ　ヽ′ J∴．八ヽ �了－＼八、‡く’ ヽ＿ノ　■＿▲′ヽ �こ）△：×： �J嶋1人、〉く′ ヽJ■JJ′ヽ 

⑥よくかんで貴べる �⑦な か �から食べをしな �⑳軌．桝、軌の軋噴 �⑨きちいなものでも �㊥みんなで仰よく貴 
った �手首とは少しだけ轟べた �がんばって霹べた �べた 

閂 �囁…名ミ � �愚駄転 �　ゝ 仕も紆身 I→l ゼ ��� �■一・章弓 ○ 
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今月の目標
きゅうしょ＜について

いうねんかんを

ふりかえってみよう

かわ扇持て写りち詳言己ちぎぶちじ芸で………………●‘

川島町立学校給食センター

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 ka暮 �たんばく賞 　g 

1 �水 �わかめこはん 牛乳 �にくじゃが �ぎゅうにゆう　ぶたに＜ �わかめご鯵ん　あぶら　じゃがいも �にんじん一たまねぎ　たけのこ �小学生 �小学生 
ごまつくねのみそだれ（小②中③） �ごまつくね　みモ1 �さとう　ごま　ドレッシング �ほししいたけ　しらたき　えだまめ �704 �26．9 
ごまぴたし・あおじそドレッシング ���こまつな　もやし �中学生 　900 �中学生 　33．5 

2 �木 �コッペパンスライス 　牛乳 �クリームシチュー �ぎゅうにゅう　とりにく �コッペパン　あぶら　じゃがいも �たまねぎ　にんじん　キャベツ �695 �26．6 
チリドック �チーズ　なまクリーム �バター　こむぎこ　さとう 
コールスロー スライスチーズ �スキムミルク　フフンクフルト �オリーブオイル ��876 �32．1 

3 �金 �すめし �かきだまじる �ぎゅうにゆう　とりにく �す鎖し　あぶら　さとう �にんじん　たけのこ　ごぼう �684 ．867 �29．5 36．2－ （ららしずし） �ららしずしのぐ �とうふ　たまご �ひなあられ　でんぷん �ほししいたけ　えだまめ　かんぴょう 
牛乳 �こえびのからあげ ひなあられ �こえびのからあげ ��ねぎ　膠うれんとう　れんこん 

6 �月 �こはん 牛乳 �みそしる �ぎゅうにゆう　ぶたに＜ �ご鯵ん　ごまあぶら　あぶら �だいこん‾こまつな　ねぎ �629 778 �29．7 34．2 
あじのすだ　しょうゆやき �わかめ　とうふ　あぶらあけ �さとう �にんにく　にんじん　こんにゃく し．■ きりぽしだいこんのカレ－きんぴら �あじのすだらしょうゆやき みモ ��きりぽしだいこん 

7 �火 �じこなうどん 牛乳 �わふうつけじる（しる） �ぎゅうにゆう �じこなうどん　あぶら　こむきこ �にんじん　こまつな　ねぎ �610 781 �23．8 29．5 
みそポテト（小②中③） こんにわくのごまあえ �ぶたに＜あぶらあけ みそ　こんぶ �じゃがいも　さとう　ごま �もやし　こんにゃく 

18 �水 �こはん �マTポーどうふ �さゆうにゆう �ご鯵ん　あぶら　さとう �しょうが　にんにく　ねぎ �705 890 �26．0 32．2 はるま �ぶたに＜・みモ �でんぷん　ごまあぶら、 �にんじん　たけのこ　にら 
牛乳 �はるさめサラダ �とうふ　はるまき �ラーゆ　はるさめ �キャベツ　毒●うり　もやし 

9 �木 �さきたまライス木’－ル �ミートボールのスープ �ぎゆうにゅう・ �さきだまライスボール　オリーブオイル �たまねぎ　にんじん　エリンギ �580 786 �22．0 28．6 
スパゲティーナポリタン �ミートボール　ヨーグルト �さとう　スパゲッティー �ピーマン　はくさい　ねぎ　だいこん 

牛乳 �フルーツヨーグルトあえ �、 フランクフルト �ナタデココ �コーンパインかんみかんかん ももかんにんにくトマトかん 

10 �金 �こはん 牛乳 �ろくぜんに �ぎゅうにゆう　とりにく �ご鯵ん　あぶら　じゃがいも �ごぼう　にんじん　ほししいたけ �6甲 883 �26．6 34．4 
こもらししゃもフリッター（小①中②） ぶたにくとひじきのいためもの �こおりどうふぶたに＜ こもらししゃもフリッター うずらたまごひじき �さとう �こんにゃく　たけのこ　たまねぎ 

13 �月 �こはん 牛乳 �とんじる �ぎゆうにゅう■ぶたに＜ �ご鯵ん　あぶら　じゃがいも �ごぼう　にんじん　こんにゃく �674 844 �27．0 31．3 
たらのねぎソースかけ せとか ふりかけ �とうふふりかけ たらでんぷんつき みそ �さんおんとう �ねぎ　こまつな　しょうが　せとか 

14 �火 �ホットちゅうかめん 　牛乳 �こも＜あんかけラーメン（しる） �ぎゅうにゅう　ぶたに＜ �ホットちゅうかめん　あぶら �こんに＜　しょうが　にんじん �627 811 �31．7 40．0 
ひじきぎょうざ（小②中③） �ひじきぎょうざ �さとう　ラーゆ　でんぷん �きくらげ　ねぎ　だいずもやし 
ナムル �いか　えび　ほだて �ごまあぶら �こまつな　はくさい 

15 �水 �こはん �てつくりカレー �ぎゅうにゅう▲　ぶたに＜ �ご鯵ん　あぶら　じゃがいも �こんにく　しょうが　たまねぎ �668 864 �23．1 30．0 
シーフードナ　ット（小1中） �シーフードナゲット　チーズ �こむ　こ　パター　ココア �オニオンソテー　すりおろしりんご 

牛乳 �ミニトマト（小②中②） �ヨーグルト �＜ろざとう �ミ羊トマト　にんじん　トマトかん 

16 �木 �■はちみつパン 　牛乳 �ミネストローネ �ぎゅうにゅう �まらみつパン　オリーフオイル �こんに＜　たまねぎ　セロリー �703 882 �24．6 29．7 
オムレツのチーズやき �ベーコン　オムレツ　チーズ �マカロニ　じゃがいも　さとう �こんじん　キャベツ　己●うり 
カラフルこふきいも ヨーグルト �ヨーグルト ��コーン　トマトかん 

17 �金 �こはん 牛乳 �すましじる �ぎゆうにゅう　とうふ �ご鯵ん　こま　ごまあぶら �えのきたけ　ほししいたけ �684 855 �24．7 29．5 
メンチカツ・ソース ごぼうのサラダ �メンテカツ●みそ　ほだて �あぶら　さんおんとう �にんじんみつ膠ねぎごぼう 己●うりキャベツコーン 

21 �火 �じこなうどん 牛乳 �カレーなんばん（しる） �ぎゅうにゅう　あぶらあけ �じこなうどん　′あぶら　でんぷん �たまねぎ　にんじん　ねぎ �654 778 �25．0 28．6 
スナックピーンス かいそうサラダ・たまねぎドレッシンク �ぶたにくかいそうサラダミックス ミッ■クスピーンズ �ドレ少シンク �もやし　壷●うり 

22 �水 �せきはん・ごましお 　牛乳 �よるのかおりスープ �ぎゆうにゆう �せき鯵人　あぶら・さとう �なのはな　たけのこ　にんじん �726 888 �27．5 33．5 
てりやきハンバーグ キャベツのごまあえ いちごのムース �とりにく　ハンバーグ �でんぷん　ごま　いちごのムース �ねぎ　キャベツ　竜●うり 

15回 ��※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。激素手の食品は、川島町産の ����今月の平均栄養摂取量 �668 �26．3 
※毎月19日は食青の日です。家庭でも鳩」についてはなしてみませんか？　食材を使っています。 �����846 �32．3 

～1 ��年間の食生活につい■てふりかえってみましょう～ ����学校給食摂取基準． �640 �24 （18～32） 
30 820（25－咄 聯’’’’’’’一冊t－，7 1「■冒『護 ることが多い孝 から、清らかささ 

自分ガできだことだ○（できた）ム（時々で萱芝）X（できなガった）の印をつけてみましょう。　　　　　　　　F晴触触れ ������聴 
tひ尊書つり 

①辱日朝亡はんを◎183 轟べたゎいで事 ・宅：。′川茹 ‾州側‾ ′ ��農、挽きな⑨舶砧脂霜掩決めて■ぺ、＠3つのクルー 　　　　　　　をバランスよ �フ切食品⑧食べられることに く食べた懇撫できた 牽腰・享 �　tひなまつりに きていないところがfあられやひしも った人は、来年動こ‡れやひしもちの たがんばってみま響ただの飾りでl よう！lひなあられや 　tようですが、ビ �は、おひな様と一線こひな ちを鴬りますね。ひなあら 色づかいにも意味があり、 まないのです。 ひしも与は、ピンク、白、緑の3色を使って ンクは桃の花を表し、健康を祝い、白は残 

宅を養します。そして線は春に若草を表します。この3色は雷が溶け、草花　亨

‡が目覚める春の嘉びをあらわしています。
■3日のひ響あられはもともとひしもちを砕いて作られてい

L＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

義材の傭用事重量嶋について
★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．kaw坤ma．鱒坤叩胤加／


