
甘 今月の目標

かんしやしてだペよう

かわじままちかっこうきゅうしよく

校給食セ平成29年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川島町学校給食センター 

日 �曜 �とんだてめい ��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 kGal �たんばく賞 　g 

11 �木 �じこなうどん 牛乳 �けんらんうどん（しる）・ �ぎゅうにゆう �じこなうどん �にんじん　ごぼう �小学生 �小学生 
おしるこ �ぶたに＜　あずき �さといも　さとう �ほししいたけ　ねぎ �640 �22．9 

ごまぴたし・あおじそドレッシング ��もら　ごま　ドレッシング �きゅうり　キャベツ �中学生 　789 �中学生 　27．7 

12 �金 �キャロットピラフ 牛乳 �ABCスープ �ぎゅうにゅう �キャロットピラフ �たまねぎ　にんじん �小学生 �小学生 
ラザニア �フランクフルト �あぶら　マカロニ �キャベツ　きゅうり �658 �19．6 

カラフルこふきいも． ��ラザニア　じゃがいも �コーン �中学生 　793 �中学生 　22．5 

15 �月 �ごはん 牛乳 �みそしる �ぎゅうにゅう �ご鯵ん �にんじん　ねぎ �655 824 �28．3 34．2 
とりにくのてりやき �わかめ　とうふ　批 �じゃがいも　あぶら　さとう �にんにく　れんこん　ごぼう 

こんさいとぶたにくのカレーきんぴら ミニようなしゼリー（小②中②）＼ �とりにく　ぶたに＜ �でんぷんごまあぶら ゼリー �こんにゃく 

16 �火 �ホットちゅうかめん 牛乳 �しょうゆラーメン（しる） �ぎゅうにゅう �ホットちゅうかめん　コッペパン �にんにく　たけのこ　コーン �640 803 �26．0 3之．0 
こなゆきあげパン �ぶたに＜ �あぶら　アーモンド　ココナウツ �もやし　ねぎ　こまつな 

きゅうりとキャベツのちゅうかあえ ��さとう　ごまあぶら　ごま �きゅうりキャベツ にんじん 

17 �水 �わかめむぎこはん ．牛乳 �かわじまたまごのかきたまじる �ぎゅうにゆう �わかめむぎこ惨ん �にんじん　ねぎ �645 817 �‾23．6 29．4 
ごまつくね（小②中③） �とうふ　た夢ご　みそ �でんぷん　あぶら　さとう �ごぼう　キャベツ 

ごぼうのサラダ �ごまつくね �ごまあぶら �きゅうり 

18 �木 �さきだまライスボール 牛乳 �ふゆやさいのポトフ �ぎゅうにゅう �さきだまライスボール �にんじん　たまねぎ �687 855 �24．5 29，4 
コーンコロッケ・ソース �とりにく　フランクフルト �あぶら　じゃがいも �だいこん　キャベツ 

フルーツのヨーグルトあえ �ヨーグルト �コーンコロッケ　ナタデココ �パインかん　ももかん 

19 �金 �ごほん 牛乳 �てつくりカレー �ぎゅうにゆう �三線ん �にんにく　しょうが �702 885 �26．2 33．0 
シーフードナゲット（小②中③） �ぶたに＜　チーズ �あ慮ら　じゃ机1も　バター �たまねぎ　にんじん　トマトかん 

かいそうサラダ・パンパンジードレッシング �ヨーグルトシーフードナゲット かいそうミックス �こむぎこくろざとうココア ドレッシング �オニオンソテー　キャベツ　もやし 

22 �月 �ごはん 牛乳 �ごまみそしる �ぎゅうにゅう �ご惨ん �ごぼう　にんじん �662 821 �29．1 35．4 
とりにくのみそづけやき �とうふ　みと　とりにく �あぶら　じゃがいも　ごま �ねぎ　こまつな　にんにく 

きりぽしだいこんのいりに �ぶたにく　あぶらあげ �ごまあぶら　さとう �たまねぎほししいたけ きりぽしだいこん 

23 �火 �じこなうどん 牛乳 �こくじるうどん（しる） �ぎゅうにゆう �じこなうどん �こんじん　ねぎ �656 813 �29．0 35．1 
ささかまのいそペあげ �ぶたにく　あぶらあげ �あぶら　こむぎこ　さとう �こんにゃく　もやし　こまつな 

こんにゃくのごまあえ ディズニーチーズ（小②中②） �こんぶささかまぼこあおのり チーズ �ごま 

24 �水 �ごはん 牛乳 �まっとじる �ぎゅうにゆう �ご捗ん �ごぼう　にんじん　だいこん �641 796 �27．9 34．0 
たらのしおこうじやき �みぞ　たらのしおこうじつけ �すいとん　あぶら　さとう �しめじ　ほししいたけ　ねぎ 

ぶたにくとだいこんのにもの �ぶたに＜ ��こまつな 

25 �木 �ナン 牛乳 �パンプキンポタージュ �ぎゅうにゅう �ナン �たまねぎ　かぼちゃ　コーン �637 805 �26．6 33．6 
ドライカレー �ベーコン　スキムミルク �こむぎこ　パター　あぶら �パセリ　にんにく　しょうが 

いちご（小②中②） �ぶたにく　だいず �パンこ �にんじん　いちご 

26 �金 �こはん 牛乳 �こも＜に �ぎゅうにゅう �ご惨ん �にんじん　ごぼう　だいこん �655 818 �28．0 33．8 
とりにくのからあげ �とりにく　こおりどうふ �あぶら　さとう　でんぷん �こんにゃく　こまつな 

キャベツのごまあえ ��ごま �しょうが　キャベツ　きゅうり 

29 �月 �ごはん 牛乳 �さつまじる �ぎゅうにゆう �こ惨ん �だいこん　こまつな �690 8io �29．7 37．3 
こくだんこのあまみそがけ（小②中③） �あぶらあげ　とうふ �さつまいも　あぶら　さとう �しょうが　にんじん　キャベツ 

にくやさいいため �みぞぶたにく　にくだんこ ��もやし　にら 

30 �火 �ホットらゆうかめん 牛乳 �みそラーメン（しる） �きゅうにゅう �ホットちゅうかめん �にんにく　しょうが �701 ‾885 �23．8 29．1 
はるまき �ぶたにく　みそ �あぶら　くろざとう　ごま �こんじん　コーン　キャベツ 

ナムル ��はるまきさとうごまあぶら ラーゆ■ �にら　ねぎ　もやし　こまつな 

31水 15回 盛 ��こはん 牛乳 ※材料などの都 �わかめスープ �ぎゅうにゆう �ご惨ん �た孝ねぎ　だいこん �675 ■822 665 �23．9 28．6 26．0 
ハンバーグおろしソース �とうふ　とりにく　なると �卒ぶら　ごま　さとう �こんじん　キャベツ　きゅうり 

さくさくサラダ・たまねぎドレッシング りんごヨーグルト 合で献立が変更になる場合があります �わかめハンバーグ りんごヨーグルト 。ご了承下さい。 �ドレッシング ※象事の食品は、川島町産の �れんこん 今月の平均栄養摂取量 

※毎月198は食青の日です。こ家庭でも『食』について話してみましょう。 ���食材を使っています。 ��830 �31．7 

伊　2伯～IO帥r鯛筆触食過臥．です・闇欝 ����学校給食摂取基準 �640 820 �24 ＿山比良a 30 r25～40） 

学校給食が再開されたことを記念する日が1月24日『給食記念日』です。
この日から1週間を給食週間と呼んでいます。　　　　　　　　　　　　　　　　　：

給食にたずさわる人の苦労を知ったり、感謝の気持ちを表す“週間”とされてい　；～献立一口〆モ～　今月臥日本各地の媚土料理を取り入れ手した

★食材の使用予定童地・給食の写真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：／／wwwtown．kawa伽a．Sa肋ma加／

：24日（水）「法度汁（主に東北地方）」
：29日（月）「さつま汁（鹿児島県」
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