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今月の目標
せいけつにしよう

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＜ 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 kcil �たんばく賞 　g 

1 �木 �さきだまライスボール 　牛乳 �ABCスープ てつくりアメリカンドック ごぼうサラダ �ぎゆうにゅう▲ ベーコン1フランクフルト みそ �さきたまライスボール マカロニこむきこ こま．あぶらさんおんとう ごまあぶら �たまねぎ　にんじん　キャベツ 　　　　　　　、 �小学生 �小学生 しまつな」ぽっコーン 壱●うり �669 �24．2 
中学生 　816 �中学生 　29．0 

2 �金 �こはん 牛乳 （中250cc） �はっほうさい �さゆうにゅう �こ膠ん－ �しょうが　にんにく　にんじん �643 �23．7 やきぎょうざ（小②中②） �ぶたにく　いか �あぶら　でんぷん　こまあぶら �たまねぎ　たけのこ　きくらげ 
ナムル �うずらたまご　ひじきぎょうざ �うーゆ　さとつ �キャベツチンケンサイしまつな きりほしだいこんだいずもやし �811 �29．9 

5 �月 �こはん �とうふのみそしる �ジョアストロベリー �こ鯵ん �ねぎ �685 �31．1 さわらのさいきょうみそやき �とうふ　みと　あぶらあげ �あぶら　さとう　でんぷん �にんじん　たまねぎ 
ジョアストロベリー �きりぽしだいこんのシャキシャキそぼろ �さわらのさいきょうみそっけ ��きりぼしだいこん　コーン �853 �38．0 

ミニゼリー（小の中虐）） �ぶたにく　ノとりにく ��こまつな　ようなしゼリー 
ナ 6 �火 �じこなうどん 牛乳 �なすのかけじる �ぎゅうにゅう �じこなうどん　コッペパン �なす　ほししいたけ �670 837 �23．7 29．1 

ココアあけパン カラフルこふきいも �ぶたにく　あぶらあげ �さとうーあぶらココア じゃがいも �ねぎ　±●う刃　コーン 

7 �水 �チキンライス �やさいとまめのスープ �さゆうにゅう �ご惨ん �たまねぎ　にんじん　セロリ－ �683 �25．6 （こはん） �チキンライスのぐ �フランクフルト　チーズ �あぶら　さとう �キャベツトマトかんピーマン 　　　　　　　ヽ 
牛乳 �オムレツのチーズやき �ミックスピーンズ オムレツとりにく ��にんにく　たまねぎ　エリンギ �860 �32．3 

8 �木 �くろパン 牛乳 �キャロットポタージュ �ぎゅうにゅう �＜ろパン �にんじん　たまねぎ　コーン �713 �22．4 フランクフルトのケチャップソースかけ �ベーコン　　フランクフルト �あぶら　パター　こむきこ �トマトかん　キャベツ 
コールスロー �なまクリーム �オリーフオイル　さとつ ��898 �27．3 

9 �華 �こはん 一牛乳 �かぼちゃのみそしる �ぎゅうにゅう �ご鯵ん �かぼちゃ　こまつな �620′ 785 �22．3 27．8 ごまつくね（小②中③） ごまぴたし・あおじそドレッシング �とうふ　みと　ごまつくね �あぶらさとうでんぷん ごまドレッシング �もやし　己●うり．たまねぎ 

12 �月 �こはん 牛乳 �ちゅう力＼スープ �ぎゅうにゅう �ご鯵ん �にんじん　キャベツ �590 �22．4 こらまんじゆう（小①中②） �ぶたにく　うずらたまご �よるさめ　あぶら　ごまあぶら �もやし　こまつな　にんにく 
はるさめのピリからいため �にらまんじゅう とりにく �さとつ �しょつが　ねぎ　fLb �765 �28．8 

13 �火 �ホットちゅうかめん 　牛乳 �しょうゆラーメン �ぎゅうにゅう �ホットちゅうかめん �もやし　こまつな　ねぎ �679 �25．5 さるまき �ぶたにく　はるまき �あぶら　さとう　ごまあぶら �たけのこ　コーン　にんにく 
きゅうりとキャベツのちゅうかあえ ��ごま �蜜●うり　キャベツ �852 �31．3 

14 �水 �こはん 牛乳 �こまみそしる �ぎゅうにゅう �ご鯵ん 、■・′一・小 �こほう　にんじん �637 �26．6 とつblハンバーグ �とうふ　みと　ちりめんじゃこ �あblb　じゃがいも　しま �ねぎ　しまつな 
ひじきのしっとりふりかけ �とつJSlハンバーグひじき かつおぷし �でんJSlんさんおんとっ さとう ��760 �30．4 

15 �木 �ぶどうパン 牛乳 �ふわふわスープ �ぎゅうにゅう �ぶどうパン　むしろゅうかめん �こんじん　たまねぎ �712 �22．5 やきそば �ベーコン　ぶたに＜ �じゃがいも　パンこ　あぶら �コーン　キャベツ 
フルーツミックス �チーズ　たまご �レモンゼリー　ナタ丁ココ �パインかんみかんかん りんごかん �895 �27．9 

16 �金 �こはん 牛乳 �てつくりカレー �ぎゅうにゅう �ご鯵ん �こんにく　しょうが　コーン �694 �24．1 フランクフルト �ぶたに＜　チーズ �あぶら　じゃがいも　こむぎこ �たまねぎにんじんトマトかん 　　　　　　　■ヽ 
カラフルサラダ・たまねぎドレッシング �パ　ー　ヨー　ル �つ　ココア �＿　ンソ丁－　　ヤペツ �873 �30．0 

フランクフルト �ドレッシング �己●うり 

19 �月 �こl享ん 牛乳 �かわじまやさいとミートボールのスープ �ぎゅうにゅう �ご鯵ん �にんじん　キャベツ　ねぎ �672 �28．4 さけのマヨネーズやき �ミートボール　さけ �あぶら　さとう �コーン　だいこん 
フつンクとコーンのソ丁－ �フフンクフルト �エッグフリーマヨネーズ ��826 �34．6 

20 �火 �じこなうどん 牛乳 �すったてふうつけじる �さゆうにゅう �じこなうどん �たまねぎ �638 774 �25．2 30．4 こえびのからあげ ミニトマト（小②中②） かわべえゼリー �みと　こえびのからあげ �さとうかわペえゼリー ごまあぶら �圭●うり　しそ　ミニトマト 

21 �水 �こはん ．牛乳 （中250cc） �かわじまそだちのかぶスープ �ぎゅうにゅう �ご惨ん �かぶ　コーン �571 �24．2 しゆうまい（小1～2年①小4～中②） �ぶたに＜ �あぶラ　　” �しょうが　にんにく 
スタミナやさいやきにく �しゅうまい �さとつ　でんJ51ん �たまねぎ1にんじんだいずもやし にら �837 �36．1 

22 �木 �ここもパン 牛乳 �パンプキンポタージュ �ぎゅうにゅう �こともパン �にんじん　たまねぎ �614 �26．2 ハンバーグのドミソース �とりにく　スキムミルク �あぶら　パター　こめこ �かぼちゃ　パセリ、キャベツ 
シャキシャキキャベツ ひとくちチーズ �ハンバーグ　チーズ �さとつ　オリーブオイル ��881 �i5．2 

23 �．金 �こはん 牛乳 �とうふのろゅうかに �ぎゅうにゅう �ご鯵ん �しょうが　にんにく �652 �‾　2乳0 
いかのしょうがやき �ぶたにく　なると �ごまあぶら　さとう　でんぷん �こんじん　たまねぎ　こまつな 
れいとうみかん �とうふ　いか　チーズ �あぶら �れいとつみかん �783 �33．2 

26 �月 �⊂■はん 牛乳 �みそしる �ぎゅうにゅう �ご鯵ん �キャベツ　たまねぎ �666 810 �23．2 27．3 
メンチカツ・ソース ぶたにくとひじきのいためもの �あぶらあけみと メンチカツぶたに＜ ひじき �あぶら　さとう �こまつな　にんじん 

27 28 29 30 �火 一水 木 金 �じこなうどん 牛乳1 �カレーなんばん �ぎゆうにゅう �じこなうどん �たまねぎ　にんじん　ねぎ �658 �26．6 
レバーのなんばんソース �ふたに＜　あぶらあけ �あぶら　でんぷん　ごま　さとう �キャベツ　壷●うII 
さくさくサラダ・たまねぎドレッシング �ぶたレバ「 �ドレッシングこめこのカレールウ ごまあぶら ご鯵人　員 �れんしん �816 598 �32．5 31．5 

こはん 牛乳 �かきだまじる �ぎゆうにゅう ��にんじん　ねぎ　こきつな 
いわしのうめに �とうふ　たまご �でんぷん　さんおんとう　さとう �こんぶ　うめぼし 　　　■　－ 
きゅうりともやしのごまあえ �いわし �ごまさとつ ごまあぶら �れもんかじゆつもやし 童●うり �714 �34．9 

ツイストパン �コーンシチュー �ぎゅうにゆう　かいそうミックス �ツイストパン �たまねぎ　にんじん �679 �28．6 
シーフードナゲット（小②中③） �とりにく　スキムミルク �あぶら　じゃがいも　こむぎこ �コーン　パセリ　もやし 

牛乳、 �かいそうサラダ・パンパンジードレッシング �なまクリーム シーフードナゲット ぎゅうにゅう �パター　ドレッシング �壷●うり　■にんじん �863 649 �34．0 25．3 

こはん 牛乳－ �こくじゃが ��ご鯵ん �たけのこ　ほししいたけ 
とりにくのからあけ �ぶたにく　とりにく �じゃがいも　さとう　でんぷん �しらたき　しょうが 
キャベツのあえもの ��あぶら �キャベツにんじんきゅうり たまねぎ �803 �30．6 

：垂］ 
あります。 ※象事の食品は、川島町産の

※毎月19日は食籍の日です。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。

6月は　～『食育月間』『彩の国ふるさと学校給食月間』～

★食材の使用予定産地・給食の写真をホームページに掲載しています。 
ホームベrジアドレス　http：／／www．town．kawajima．saitama．jp／ 

今月の平均栄養摂取量 �654 �25．5 
823 �31．4 

学校給食摂取基準 �640 �24 （18－32） 
820 �30■ （25～40） 


