
今月の目標

よくだべて
かぜにまけないからだをつくろう

かわじままちかっこうさゆうしよく

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

白 �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 �からだのらようしをととのえるもの �エネルギー 　k8al �たんばく質 　皮 

1 �木 �ドライカレー 牛乳 �ホワイトルウ �ぎゅうにゆう　なまクリーム �ド弓イ仙－　こむきこ �にんじん　たまねぎ　しめじ　コーン �719 883 �21．7 27．6 シーフードナゲット（小①中②） コールス【コー じゅけんせいおうえんケーキ �シ「フードナゲット �パターあぶらさとう いちごケーキ �キャベツ 

2 �金 �こはん 牛乳 �けんらんじる �ぎゅうにゅう　あぶらあげ �ご鯵ん　あぶら　さとう �ごぼう　にんじん　こんにゃく　ねぎ �657 834 �23．4 29．0 
いわしフライ（小1～3①小4～中②） ぶたにくとひじきのいためもの ふくまめ �とうふいわしフライ ぶたにくほしひじき ふくまめ �さといも �こまつな　たまねぎ 

5 �月 �むきこはん 牛乳 �みそしる �ぎゅうにゅう　あぶらあげ �むぎご鯵ん　あぶら　さとう �にんじん　だいこん　はくさい �678 817 �32．1 37．7 ほっけのいちやぽし �みぞ　ぶたに＜　なっとう �ごまあぶら �こんにゃく　きりほしだいこん 
きりぽしだいこんとぶたにくのカレーきんぴら さいの＜になっとう �ほつけのいちやぽし ��ねぎ　にんにく 

6 �火 �じこなうどん 牛乳 �わふうつけじる �ぎゅうにゆう　ぶたに＜　■ �じこなうどん　あぶら　じゃがいも �だいこん　ほししいたけ　ねぎ �625 773 �22．2 27．2 みそポテト（小②中②） こんにゃくのごまあえ �あぶらあげ　みそ　こんぶ �こむぎこ　さとう　ごま �こまつなこんにゃくもやし にんじん 

7 �水 �こはん �マーボーどうふ �ぎゅうにゅう　ぶたに＜ �ご鯵ん　あぶら　さとう �しょうが　にんにく　にんじん �689 830 �26．7 31．9 
牛乳 �やきぎょっざ（小②中②） きゅうりのちゅうかサラダ・ちゅうかドレッシング �みそ　とうふ　　ひじきぎょうざ �でんぷん　ドレッシング �たけのこねぎにb缶申うり にんじんコーン 

8 �木 �はちみつパン �はくさいとにくだんこのスープ �ぎゅうにゅう　にくだんこ �はちみつパン　ちゅうかめん �にんじん　はくさい　チンゲンサイ �671 869 �20．9 26．0 
牛乳 �やきそば ミックスフルーツ ひとくちチーズ �ぶたに＜　チーズ �レモンゼリー　カクテルゼリー ナタデココあぶら �ねぎ　キャベツ　パインかん　りんごかん 

9 �金 �こはん 牛乳 �にくじゃが �ぎゅうにゅう　ぶたにく �ご鯵ん　あぶら　さとう �にんじん　たまねぎ　たけのこ �702 888 �24．3 30．1 ごまつくね（小②中③） �ごまつくね　みそ �じゃがいも　ドレッシング �ほししいたけ　えだまめ　しらたき 
まめまめサラダ・たまねぎドレッシング �いんげんまめ ��キャベツ　きゅうり 

13 �火 �ホットちゅうかめん �わかめラーメン �ぎゅうにゆう　しゆう‡凱1 �ホットちゅうかめん　ごまあぶら �にんじん　もやし　コーン　ねぎ �589 741 �24．5 30．5 
牛乳 �しゆつまい（小②中③） こまつなともやしのいためもの �とりにく　なると　わかめ �ごま �こまつな 

14 �水 �メロンパン �まくさいののクリームスープ �ぎゅうにゅう　オムレツ �メロンパン　あぶら　パター �たまねぎ　にんじん　はくさい �647 �22．0 牛乳 �オムレツトマトソース 一■▲　一　一 �なまクリーム　チーズ �こ舵マカロニ　さとう　ごま 　　　一　一一．■■◆、 �ごぼう　きゅうり　コーン　トマトかん 
′水鳥野小学校 誓吼りクエスト献立 �」ぽっサブタ �だっしふんにゅつベーコン みそ �さんおんとつ　しまあぶb ��898 �28．6 

15 �木 �ごはん �とんじる �ぎゅうにゅう　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　ねぎ �685 869 �25．4 31．3 
牛乳 �コロッケ・ソース ひじきのしっとりふりかけ �とうふ一計ぞちりめんじゃこ ほしひじきコロッケかつおぶし �しま　さんおんとつ �しまつな 

16 �金 �さつまいもむしパン 　牛乳 �かわじまにこみうどん �ぎゅうにゅう　とりにく �さつまいもむしパン　あぶら �こんじん　だいこん　ねぎ　こまつな �629 772 �22．0 26．8 ちくわのいそペあげ（小①中②） �こんぶ　あぶらあげ　ちくわ �てうちうどん　さとう　こむぎこ �もやし 
ごまぴたし・あおじそドレッシング �あおのり　こんぶ �ごま　ドレッシング 

19 �月 �ごはん 牛乳 �ごまみそしる �ぎゅうにゅう　とうふ　みと �ご鯵ん　じゃがいも　ごま �ごぼう　にんじん　ねぎ　しめじ �678 ・841 �27．9 34．5 てりやきハンバーグ �ハンバーグ　ぶたに＜ �さとう　でんぷん　ごまあぶら �しょうが　にんにく　たまねぎ　にら 
くさわかめのいためもの �＜きわかめ �あぶら■ 

20 �火 �じこなうどん 牛乳 �おろしうどんじる �ぎゅうにゅう　ぶたに＜ �じこなうどん　あぶら．さとう �だいこん　ほししいたけ　ねぎ �592 793 �23．8 32．0 わかさぎフリッター（小②中③） �あぶらあげ　わかさぎフリッター �ごまあぶら �こまつな、こんにゃく　もやし 
こんにゃくサラダ ヨーグルト（中のみ）・ �ヨーグルト（中のみ） ��にんじん　空中う刃 

21 �水 �ごはん �ちゅうかス」プ �ぎゅうにゅう　とりにく �ご捗ん　あぶら　さとう　でんぷん �にんじん　キャベツ　もやし　こまつな �632 797 �25．6 32．1 
（セレクトドリンク） �にくだんこのあまずあん（小②中③） �うずらのたまご　にくだんご �ごまあぶら �こんに＜　しょうが　ねぎ　にら 
コーヒーミルク りんごジュース �はるさめのピリカラいため �ぶたに＜ ��たまねぎ 

22 �木 �ツイストパン �オニオンス叫プ　′ �ぎゅうにゆう　とりにく �ツイストパン　あぶら　でんぷん �たまねぎ　にんじん　パセリ �621 779 �一一23．9 29．5 牛乳 �とりにくのからあけ ��パター �しょうが　にんにく　もやし 

◎諾禁慧 �あおなとコーンのソテー ���コーン　こまつな　オニオンソテー 

23 �金 �ちゃめし �ここみおでん �ぎゅうにゅう　らくわ �らやめし　じゃがいも　さつまいも �こんじん　だいこん　こんにゃく �683 �22，3 牛乳 �キャラメルポテト �とびうおボール　うずらのたまご �あぶら　さんおんとう　バター 　　　　一一Jl �壷●うり 
享∧サ像小学校 日りウエスト献立 �きゅつりのしまあス �こんぶ �アーモンド　しま　さとつ ��846 �27．1 

26 �月 �ごはん 牛乳 �こも＜に �ぎゅうにゆう　とりにく �ご鯵ん　じゃがいも　さとう �ごぼう　にんじん　こんにゃく �669 823 �29．2 35．5 さわらさいきょうやき �だいず　さわらさいきょうつけ �あぶら �えだまめ．たまねぎ　きりぽしだいこん 
きりぽしだいこんのシャキシャキそぼろ �ぶたにく ��こまつな 

27 �火 �ホットちゅうかめん �みそラーメンしる �ぎゅうにゆう　ぶたにく �ホットらゆうかめん　あぶら �にんにく　しょうが　にんじん　コーン �666 833 �24．0 29，2 牛乳 �ココアあげパン �みそ　かいそうサラダミックス �＜ろざとう　ごま　コッペパン �もやし　にら　ねぎ　己●う刃 

軌農芸濫 �かいそうサラダりパンバンジードレッシング ��ココア　さとう　ドレッシング �キャベツ 

28 �水 �むきごはん 牛乳 �てづくりカレー �ぎゅうにゅう　ぶたに＜ �むぎご鯵ん　あぶら　じゃがいも �こんに＜　しょうが　たまねぎ �717 915 �21．1 26．1 とうふナゲット（小①中②） �チーズ　ヨーグルト �バター　こむぎこ　くろざとう �こんじん　トマトかん　いよかん 
いよかん 中3セレクトデザート �とうふナゲット �ココア　カップデザート（中3） �オニオンソテー　いちご（中3） 

19回 ��※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。※食事の食品は、川島町産の ※毎月19日は食青の日です。家庭でも「食」について話してみませんか？食材を使っています。 ����今月の平均栄養摂取量 学校給食摂取基準 �660 832 �24．4 30．2 

りウエスト給食をとl払lれ辞した。 �������640 �24 ．くユ農二避2 30 

平成30年度統合する4校から給食のリクエストを募りました。 �������820 �25～40） 

脇　　　　　献立名が太字になっているおかずはリクエストから取り入れたものです。 
詳しくは給食だよりをご覧下さい。

賛顆生を応擬してい手書
『受験生ガンバレ』ということで、1日の献立のなかで受験生応援ケーキをつけました。

進学・進級に向けいっそう勉学に励んでいただけたらと思います。

食材の使用予韮露地について

★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‘

ホームページアドレスhttp：〟≠柵W．tQWn．kaw坤ma・Saitama・jp／


