
平成30年度

食献立
今月の目標
すききらいをなくして
あっさにまけないからだをつくろう

川島町学校給食センター

日 �曜 �こんだてめい ��おもなしょくひんめ ��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 �ねつやちか．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 　kGさl �たんばく貫 ．庄 

2 �月 �たこめし �かぼちゃのみそしる �ぎゆうにゅう　とうふ �すめし　あぶら　さとう �た審ねぎ・かぼちゃ　こまつな �小学生 �小学生＿ （すめし） �にくだんこのあまからあんかけく小②中③） �みぞ　にくだんこ �でんぷん　こま �しょうが　ごぼう　にんじん �687 �27．3 

牛乳 �たこめしのぐ �あぶらあげ　たこ ���中学生 861 �中学生 34．0 

3 �火 �ホットちゆうかめん 牛乳 （中250cc） �しょうゆラーメン（しる） �さゆうにゅう　ふたに＜ �ホットらゆうかめん　あぶら �こんにく　たけのこ　コーン �641 �26．8 きなこあげパン �きなこ �コッペパン　さとう　ごま �もやし　ねぎ　こまつな 
こんにゃくのごまあえ ���にんじん　しんにや＜ �844 �35．1 

4 �水 �こはん �マーボーなすどうふ �ぎゅうにゅう　ぶたに＜ �こ鯵ん　あぶら　さとう �しょうが　にんにく　た審ねぎ �686 �25．8 しゅうまい（小②中③） �とうふr　Lゅうまい �でんぷん　ごまあぶら �たけのこ　ほししいたけ 
牛乳 �もやしとこまつなのごまあえ ��ごま �ねぎなすピーマンこまつな もやしにんじん �860 �l 32．5 

5 �木 �こともパンスライス 1牛乳 �こめこのコーンスープ �ぎゆうにゅう　ベーコン �こともパン　あぶら　パター �にんじん　だ夢ねぎ　コーン �667 �22．9 ホキフライ・タルタルソース �なまクリーム �こ助こ　オリーフオイル �羊やベツ 
コールスロー スライスチーズ（中のみ） �ホキフフイ　チーズ �さとつ タルタルソース（エッグフリー） ��813 �29．8 

6 �金 �こはん・ 牛乳 �たなぽたじる �ぎゅうにゆう　とりにく �こ鯵ん　あぶら　ビーフン1 �こんじん　ねぎ　オウ弓 �654 �23．1 ましかたハンバーグうめソース �とうふ　ハンバ÷ク �オリーフオイル　さとう　■ �うめぼし　レモンじる 
コーンサラタ・フレンチドレッシング たなばだゼリー ��たなばたゼリー・ドレッシング うめシロップ �キャベツ　コーン �793 �29．1 

9 �月 �こはん 牛乳 �もずくじる　＿ �ぎゅうにゅう　とりにく �ご惨ん　あぶら　さとう �にんじん　だいこん　しょうが �63之 829 �27．9 35．7 クルクンのたったあげ コーヤチャンフルー パインヨーグルト（中のみ） �もずくクルクン ぶたにくとうふ パインヨーグルト �でんぷん �にんにく　ねぎ　コーヤ 

10 �火 �じこなうどん 牛乳 �カレーなんばん（しる） �ぎゅうにゅう　ぶたに＜ �じこなうどん　あぶら �た蓼ねぎ　にんじん　ねぎ �677 865 �23．3 28．6 はるまき �あぶらあけみと �でんぷん　ごま　さんおんとう �ごぼう　きゅうり　コーン■ 
ごぼうサラダ ミニようなしゼリー（小の中虐）） �はるまき �ごまあぶら ようなしゼリー 

■11 �水 �こはん ・牛乳 �じゃがいものそぼろに �ぎゅうにゅう　とりにく �こ鯵ん　あぶら　じゃがいも �ごぼう　にんじん　えだまめ �635 771 �28．2 33．9 さけのこうそうやき キャベツのごまあえ �さけ �さとう　ごま �キャベツきゅうり こんにゃく 

12 �木 �＜ろパン 牛乳 （中250cc） �パンプキンポタージュ �ぎゅうにゆう　とりにく �＜ろパン　あぶら　こ助こ �にんじん　た謬ねぎ　かぼちゃ �659 873 �22．2 29．3 オムレツのトマトソースかけ すいか �スキムミルク　オムレツ �バター　■さとう �パセリ　トマトかん　すいか 

13 �金 �こはん ■牛乳 �ごまみそしる �ぎゅうにゅう　とうふ �こ鯵ん　あぶら、じゃがいも �ごぼう　にんじん　ねぎ �621 �27．7 とりにくのみそつけやき �みぞ　とりにく　ぶたに＜ �こま　ごまあぶら　さとう �こまつな　にんにく　だ蓼ねぎ 
きりぽしとぶたにくのカレーきんぴら ���きりぽしだいしん こんにゃく �756 �33．i 

17 �火 �ホットちゅうかめん 牛乳 （中250cc） �しおラーメン（しる） �ぎゆうにゅう‾　ぶたに＜ �ホットらゆうかめん　ごまあぶら �にんにく　しょうが　にんじん �621 812 �27．4 36．0 こえびのからあげ �こえびのからあげ・ �さとう　ごま　あぶら �もやし　ねぎ　こまつな 
カラフルこふきいも ��じゃがいも �きゅうり　えだまめ　コーン 

18 �水 �ドライカレ⊥ 牛乳 �ホワイトソース �ぎゅうにゅう　とりにく �ド弓イn」－　あぶら �にんじん　た手ねぎ　しめじ �637 792 �23．3 30．0 シーフードナゲット（小①中②） �なまクリーム �こむきこ　バター �ミニトマト 
ミニトマト（小②中②） ひゆうかなつゼリー・ �シーフードナゲット �ひゆうがなつゼリ「 

回 今月の平均栄糞摂取量 �651 �25．5 

822 �32．3 

学校給食摂取基準 �640 �24 （18－32） 

鐘20 �30 （25－40） 

※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。※太字の食品は、川島町産

※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。

★中学生のみ3日・12日・17日は、牛乳が250mlになります。

夏休みも

′HMH▲■●■●■●●●●＝●●●■■

の食材を使っています。

忘れずに！！

☆7月の献立より☆　沖縄料理
暑い夏には沖縄料理がおすすめ！南国の沖縄には、他の地域にはない独特の料理がたくさんありま

す。暑い夏を乗り切る知恵がたくさんつまった沖縄料理を給食にも取り入れました。おいしい沖縄料理を

食べて、元気に過ごしましょう。

もすく汁
もすくは海藻の一種で、ぬるぬるとした感触が特徴です。もずくには食物繊維がたっぷり。腸内環境を整

えてくれます。

ヴ几サンの宅由撞け

ゲルクンは暖かい海にいる魚で、正式には「タカサゴ」という名前です。海の中にいる時は青色なのに、

陸にあがると赤色に変わる不思議な魚です。

ゴーや手やシ切L－

チャンプルという言葉は沖縄の方言で「ごちゃまぜ」という意味です。ビタミンCが豊富な

ゴーヤとビタミンBがたっぷりの豚肉、たんばく質いっぱいの豆腐を妙めた料理です。

詳様が会える日です。∫′′

瞥

☆フ完蒜品こ蒜蒜完蒜」
葺と、星の形をしたハン／トクにさつ

も黒雲㍍雷雲温左欝呈芸

七夕給食は、おくらを星に、ピー

ゼリー」です。

七夕の夜には、星の輝く天の川が

★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：／／www．town．kawajima．Saitama．jp／


