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平成29年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川島訂r学校給食セヽ ��������ンター 

日 �確 �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 �からだのちょうしをととのえるもの �エネルギー 　kCal �たんばく賞 　g 

12 �水 �ごほん 牛乳 �かきだまじる �ぎゅうにゅう �ご鯵ん �ねぎ　ほうれんそう　にんじん �699 873 �26．7 34．1 
チキンちぎりあげのあまみそかけ（小②中③） �とうふ　わかめ　たまご �ごまあぶら　ごま �れんこん　こんにゃく 

れんこんとぶたにくのきんぴら �チキンちぎりあけ　みそ �あぶら　さとう 
おいわいいちこゼリー �ぶたに＜ �ゼリー 

13 �木 �＜ろパン 牛乳 �こめこのコーンスープ �ぎゅうにゅう　かいそう �＜ろパン　あぶら　バター �にんじん　たまねぎ　コーン �703 881 �19．3 23．2 キャラメルポテト �ベーコン　なまクリーム �こめこ　さんおんとう �もやし　かうり 
かいそうサラダりてンパンジードレッシング �力＼んてん �アーモンドさつまいも ドレッシング 

14 �金 �こはん 牛乳 �ごまみそしる・ �ぎゅうにゆう �ご鯵ん �ごぼう　にんじん �605 777 �28．0 32．8 とりにくのてりやき �とうふ　みと　とりにく �ごま　でんぷん　さんおんとう �ねぎ　こまつな 

ひじきのしっとりふりかけ �ひじきちりめんじゃこ－ かつお尽し �じゃがいも　あぶら　さとう 

17 �月 �たけのここはん �とんじる �ぎゅうにゅう　あぶらあけ �曽虚し　じゃがいも　あぶら �にんじん　ごぼう �677 836 �32．5 39．9 （すめし） �たけのここはんのぐ �ぶたにく　とうふ　とりにく �さとう �こんにゃく　ねぎ　こまつな 
牛乳 �さわらのさいきょうみそやき �さわらのさいきょうつけ みそ ��たけのこ 

18 �火 �じこなうどん 牛乳 �わふうつけじる（しる） �ぎゅうにゅう �じこなうどん　ごまあぶら �だいこん　ほししいたけ　－ �699 855 �27．8 34．8 ささかまのわかはあげ �ぶたに＜　あぶらあげ �さとう　こむぎこ　あぶら �ねぎ　こまつな　もやし　にんじん 
こんにゃくサラダ さくらゼリー �‾ささかまぼこ　こんJSざ �ゼリー �e●うり　パセリ　こんにゃく 

19 �水 �こはん 牛乳 �てつくりチキンカレー �ぎゅうにゅう �ご鯵ん �こんに＜　しょうが　たまねぎ �682 896 �23．2 29．2 オムレツのトマトソースかけ �とりにく　チーズ �あぶら　こむきこ　パター �にんじん　オニオンソテートマトかん 
ミニトマト（小②中②） �ヨーグルト　オムレツ �さとうじゃがいも ＜ちぎとうココア �ミニトマトトマト すりおろしりんご 

20 �木 �こともパンスライス �ポトフ �ぎゅうにゅう �こともパンスライス �にんじん　セロリー　たまねぎ �660 899 �27．6 36．2 
牛乳 �ハンバーグのドミソース �とりにく　フランクフルト �じゃがいも　あぶら �キャベツ　パセリ　しめじ コールスロー ひとくちチーズ（中） �ハンパーク　チーズ �さとう　オリーブオイル 

21 �金 �こはん 牛乳 �マーボーどうふ �ぎゅうにゅう �ご鯵ん �しょうが　にんにく　ねぎ �892 822 �30．2 35．6 
しゆうまい（小②中②） �ぶたにく　とうふ �あぶら　さとう　でんぷん　‾ �にんじん　たけのこ　にら 
きよみオレンジ �しゆうまい 許と ��きよみオレンジ 

24 �月 �わかめこはん 牛乳 �みそしる �ぎゅうにゅう �わかめご鯵ん　あぶら �こまつな　ねぎ　しょうが �631 776 �24．5 29．8 
とりにくのからあけ �あぶらあけ　みモ �じゃがいも　でんぷん　■ �たまねぎ　もやし 
ごまぴたし・あおじそドレッシング �とりにく �ごま　ドレッシング 

25 �火 �ホットらゆうかめん 　牛乳 �わかめラーメン（しる） �ぎゅうにゅう �ホットちゅうかめん �コーン　ねぎ　にんじん �622 771 �23．6 28．5 
はるまき �わかめ　なると　やきぶた �あぶら　ごまあぶら　さとう �だいずもやし　こまつな 
ナムル �はるまき �ラーゆ 

26 �水 �こはん 牛乳 �じゃがいものそぼろに �ぎゅうにゅう �ご鯵ん �しょうが　にんじん　たまねぎ �612 748 �25．9 31．1 
いかのスタミナやき �ぶたにく　いか �あぶら　じゃがいも　さとう �たけのこ　しらたき　えだまめ 

キャベツのごまあえ ��でんぷん　ごまあぶら　ごま �キャベツ　±●うり 

27 �木 �ツイストパン 牛乳 �はくさいのクリームスープ �ぎゅうにゅう �ツイストパン　あぶら　バター �たまねぎ　にんじん　はくさい �693 弼5 �26．1 32，1 
レバーのバーベキューソース �ベ丁コン　チーズ �こむきこ　さとう＿ごまあぶら �色●うり　　もやし　コーン 
もやしのサラダ・たまねぎドレッシング �スキムミルク なまクリームぶたレバー �ドレッシング 

28 �金 �こはん 牛乳 �ABCスープ �ぎゅうにゆう �ご鯵ん �たまねぎ　にんじん　キャベツ �639 786 �23．3 28．6 
きびなここまフライ・ソース（小②中③） フランクフルトとコーンのソテー ふりかけ �ベーコンフランクフルト きびなここまフライ ふりかけ �マカロニ　あぶら　さとう �こまつな　コーン 

13固 ��※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。※象事の食品は　川島町産の ����今月の平均栄養摂取量 �663 �26．0 ヽ ※毎月19日は食青の日です。家庭でも「食」についてはなしてみませんか。　食材を使っています。 �����830 �32．0 

学校給食摂取基準 �640 �24 

動凱感触鮨鍼　．威容 ��� ���（18～32） 
820 �30 ‾（25～40） 

賞　　　　，　斧≡一　命 　　　　　　　　　．。煩 ���� 

希望に満ちた事、いよいよ新学期の給食もスタートしました。

学校給食は、栄養のバランスのとれた食事をみんなといっしょに楽しく
食べる中で感謝の気持ちや、食事の自己管理能力を育て、日々の健康増

進を図ろうとするものです。
毎日生きた教材としての「学校給食」を通して食青を学んでいってほ

しいと思います。

～訊知らせ～

★小学1年生の給食について
14日（金）・17日（月）はパンと牛．乳の給食です。

18日（火）から完全給食となります。

★絵食費の振替について

給食費振替の前日までに残高をご確認ください。

給食の情報を公開しています

川島町のホームページに攣校給食の写薫、食材の産地情

報を穐戴しています．ぜひと鷺ください。

ホームページアドレス

http：〟www．town．kawajima．saitama・jp／

川島町ホームページトップう学校教育す学校給食


