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みんななかよく

だのしくだべよう

川島町学校給食センター

日 �確 �こんだてめい ��おもなしょ＜ひんめい ���えいようりょう 
しゅしょく 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 �エネルキー ＿kOal �丁こ～1才ヽ1 　g 

1 �月 �こはん 牛乳 �すましじる �ぎゅうにゅう　とびうおボール �こ鯵ん �こんじん　ねぎ　こまつな �小学生 �小学生 
とりにくのみそやき �とうふ　とりにく　ぶたに＜ �あぶら　ごまあぶら　さとう �こんにく　たまねぎ �6糾 �2臥4 
苦りぽしだいこんとぶたにくのカレーきんぴら かしわもち �みぞ �かしわもう �こんにゃく　きりぽしだいこん �中学生 　788 �中学生 　36，4 

2 �火 �こもくずし �わかたけじる �ぎゅうにゅう　わかめ �す鎖し　あぶら　さとう �たけのこ　こまつな　ねぎ �608 �27．3 （すめし） �ごもくずしのぐ �とうふ　あぶらあげ ��ごぼう　にんじん　ほししいたけ 
牛乳 �コロコロかつおのなんばんつけ �かつお　とりにく ��がんぴょっえだまめたまねぎ しょうが �由2 �34．2 

8 �月 �ごほん 牛乳 �ごまみそしる �ぎゅうにゅう　とうふ �ご鯵んあぶら　さとう �こんじん　ごぼう　ねぎ �817 761 �27．3 32．9 
マスののりしおやき ぶたにくとひじきのいためもの �マスのりしおやきぶたにく ひじきみモ �こ奉　じや机1も �こまつな　たまねぎ 

9 �火 �ホットちゅうかめん �みそラーメン（しる） �ぎゅうにゅう　ぶたに＜ �ホットちゅうかめん �こんに＜　しょうが　にんじん �650 �23．1 
よるまき �みモ　はるまき　かいそう �あぶら　こま　くろざとう �コーン　もやし　にら　ねぎ 

牛乳 �かいそうサラダ・ⅣソJrツシ‘イレ，シツゲ ミニゼリー（小1～2年①小3～中②） �力＼んてん �ドレッシング りんごゼリー �壱●うり �809 �－　27．7 

10 �水 �こはん 牛乳 �ベーコンのスープ �ぎゅうにゅう　ベーコン �ご鯵ん　さとう　こめこ �こんじん　たまねぎ　キャベツ �618 �21．7 キーマカレー �ぶたにく　だいず �パンこ　マヨネーズ �チンケンサイ　にんにく　しょうが 
アスパラサラダ・マヨネーズ ��あぶら �コーン アスパラガス �747 �26．0 

11 �木 �はちみつパン 牛乳 �クラムチャウダー �ぎゅうにゅう　ぶたに＜ �はちみつパン　あぶら　じゃがいも �こんじん　たまねぎ　にんにく �671 �30．2 とりにくのパンこやき �ベーコン　あさり　とりにく �パター　こむきこ　パンこ �キャベツ　コーン 
コーンサラタ・やさいドレッシング キヤンデイチーズ（小②中（診） �スキムミルク　チーズ �マヨネーズ（工げフリー） ドレッシング �パセリ �868 �37．5 

12 �金 �こはん �ちゅうかスープ �ぎゅうにゆう　ぶたに＜ �ご鯵ん　でんぷん �こんじん　もやし　こまつな �607 �25．6 
チンジャオロース �うずらたまご �はるさめ　ごま．さとう �こんに＜　しょうが　たけのこ 

牛乳 �ミニトマト（小②中②） �とりにく �あぶら �ピーマンミニトマト ほししいたけ �745 �31．2 

15 �月 �こはん‾ 牛乳 �とりにくとたまごのにもの �ぎゅうにゆう　とりにく �ご鯵ん �たまねぎ　にんじん　こまつな �888 882 �2臥2 36．7 
アジフライ・リース もやしとこまつなのごまあえ �たまご　あじフライ �じゃがいもさとうあぶら ごま �もやし　えだまめ 

16 �火 �じこなうどん 牛乳 �おろしうどん（しる） �ぎゅうにゆう　ぶたに＜ �じこなうどん　こむきこ �こまつな　ねぎ　だいこん �647 �25．2 
ちくわのこうみあげ（小①中②） �ちくわ　あぶらあけ �さとう　あぶら �まししいたけ　にんじん　もやし 
きりぽしだいこんのサラダ ���圭●うり　きりぽしだいこん �825 �31．2 

17 �水 �こはん �まっぽうさい �ぎゅうにゅう　ぶたに＜ �ご鯵ん �しょうが　にんにく　にんじん �697 �26．8 
にくだんこのあますあんかけ（小②中②） �いか　うずらたまご �あぶら　でんぷん　ごまあぶら �たまねぎ　たけのこ　キャベツ 

牛乳 �かわろばんかん �にくだんご �さとう �チンケンサイかわらぽんかん きくらげ �878 �33．9 

18 �木 �ささたまライス木●－ル �オニオンスープ �ぎゅうにゅう　とりにく �さきだまライスボール �こんじん　たまねぎ　オニオンソテー �642 �23．9 
やきそば �ぶたに＜ �あぶら　むしろゅうかめん �パセリ　キャベツ　パインかん 

一牛乳 －（中250cc） �ミックスフルーツ ��ナタデココクラニューとう レモンゼリー �みかんかん　りんごかん �816 �30．2 

19 �金 �こはん �かわじまトマトカレー �ぎゅうにゅう　ぶたに＜ �ご鯵ん �こんに＜　しょうが　たまねぎ �705 �24．6 
さくさくサラダ・たまねぎドレッシング �チーズ　ヨーグルト■■ �あぶら　じゃがいも　こむぎこ �こんじん　トマト　オニオンソテー 

牛乳 �しろみさかなフリッター（小①中①） �しろみさかなフリッター �パター＜ちぎとうココア ドレッシング �おろしりんご キャベツ圭●うりれんこん �857 �28．8 

22 �月 �わかめこはん �かきたまじる �ぎゅうにゅう �わかめご鯵ん �こんじん　たまねぎ �841 �25．8 
レバーのなんばんソース �とうふ　たまご　ぶたレバー �でんぷん　あぶら　ごまあぶら �ほうれんそう　にんにく　しょうが 

牛乳 �きゅうりのごまあえ ��さとう　ごま �ねぎ　きゅうり �789 �31．5 

23 �火 �ホットちゆうかめん �チャーシューめん（しる） �きめうにゅう　やきぶた �ホットちゆうかめん　あぶら �こんじん　チンケンサイ　たけのこ �682 �29．1 
さいのくににらまんじゆう（小8）中②） �こらまんじゆう　とりにく �ごまあぶら　ごま �ねぎ　もやし　こまつな 

牛乳 �こまつなともやしのいためもの ミルクプリン �ミルクプリン ��たまねぎ �796 �34．1 

24 �率 �こはん �にくじゃが �ぎゅうにゅう　ぶたに＜ �ご鯵ん　ごま �こんじん　たけのこ　たまねぎ �627 �27．5 
メバルのしろしょうゆやき �メバルしろしょうゆつけ �じゃがいも　さとう　あぶら �まししいたけ　しらたき 

牛乳 �こんにゃくのごまあえ ���えだまめこんにゃくもやし にんじん �770 �33．0 

25 �木 �ツイストパン �こめこのコーンスープ �ぎゅうにゅう　ベーコン �ツイストパン �こんじん　たまねぎ　　コーン �845 �28・．1 
タンドリーチキン �スキムミルク　なまクリーム �、ぁぶら　バター　こめこ �キャベツ　′ 

牛乳 （中250cc） �シャキシャキキャベツ ひとくちチーズ �とりにくヨーグルト チーズ �オリーブオイル ��838 �35．8 

26 �金 �こはん �マーボーどうふ �ぎゅうにゆう　ぶたに＜ �ご鯵ん �しょうが　にんにく　ねぎ �855 �32．2 
いかのしせんふうやき �みモ　とうふ　いか �あぶら　さとう　でんぷん �こんじん　たけのこ　±●うり 

牛乳 �きゅうりのサラダ・ちゅうかドレッシング あおのりこざかな（中） �あおのりこざかな �ごまあぶら　ドレッシング �コーン　にら �818 �41．6 

29 30 31 2 I★ �月 火 水 固 材の �こはん �みそしる �ぎゅうにゅう　わかめ �ご鯵ん �こんじん　たまねぎ �627 �24．4 
ハンバーグおろしソース �とうふ　ハンバーグ �あぶら　さとう　ごま　じゃがいも �だいこんもやしきゅうり しめじさんさいだいこん 

牛乳 �ごまぴたし・あおじそドレッシング �みぞ �ドレッシング ��867 703 �35．8 28．1 

じこなうどん �さんさいおろしうどん（しる） �ぎゅうにゅう　ぶたに＜ �じこなうどん　あぶら 
きなこあげパン �あぶらあけ　書なこ　みそ �コッペパン　さとう　ごま �ねぎ　ごぼう　にんじん　亡●うり 

牛乳 �ごぼうサラダ・ �ヨーグルト �さんおんとう　ごまあぶら �コーン �889 662 �31．8 25．3 

こはん �ヨーグルト ろくせんに �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 
こまつくね（小②中②） �うずらたまご　ごまつくね �さとうドレッシング ※象事の食品は、川島町産の �こんにゃく　たけのこ　えだまめ 

牛乳 �きゅうりとおまめのサラタ・ごまドレッシング �みぞだいず こおりどうふ ��き●う刃　コーン �876 �32．3 

※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。 ����今月の平均栄養摂取量 学校給食摂取基準 �654 �26．7 

※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飢　食材を使っています。 �����821 �33．1 

★中学生のみ18・25日は、牛乳が250mlになります。 �����640 820 �24 （18～32） 30 

．岩．＝郡駿 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に 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。　　　　・．息＝く葱野呂：・ ������（25～40） 

ホームページアドレス　http：／／www．town．kawajima．SaitamaJp／


