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今月の目標
からだにひっような

えいようをしってたべよう

かわじままちかっこうきゅうしょく

川

日 �確 �こんだてめ・い ��おもなしょ＜ひんめ ��い �えいようりょう しゅし享く 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　－ �からだのちようしをととのえるもの �エネルギー k081 �たんばく貫 　g 

1 �金 �こはん 牛乳 �マーボーどうふ �ぎゅうにゆう　ぶたに＜ �こ鯵ん　あぶら　さとう �しょうが　にんにく　にんじん �小学生 �小学生 
にくだんこのあまずあんかけ（小②申②） きゅうりのちゅうかサラタ ・ちゅうかドレらシンク �みそ　とうふ　にくだんこ �でんぷん■　ごま　ドレッシング �たけのこ＝ねぎ　にら　きゅうり �701 中学生 834 �29．9 中学生 35．1 

4‾ �月 �こはん 牛乳 �みそしる �ぎゅうにゅう　あぶらあけ �ご鯵ん　あぶら　さとう �こんじん　だいこん鯵く±い �629 �23．5 しゆうまい（小②中③） �みと　しゆうまい　ぶたに＜ �でんぷん　ごまあぶら　ごま一 �きりほしだいこん　にんにく 
きりぽしだいこんのスタミナとんのぐ ���ねぎ　にb �789 �29．0 

5 �火 �じこなうどん 牛乳 �書のこじる（しる） �ぎゅうにゅう　ぶたに＜ �じこなうどん　あぶら　さつまいも �しめじ　ほししいたけ　ねぎ �635 776 �21．5 25．9 
さつまいものてんぷら キャベツのごまあえ �あぶらあけ �こむぎこ　こま　さとう �こまつなキャベツにんじん きゅうり・ 

6 �水 �こはん 牛乳 �すいとん �ぎゅうにゅう‘とりにく �ご鯵ん　すいとん　あぶら �にんじん　だいこん．しめじ �661 816 �23．9 28．8 
ししゃもフリッター（小①中①） ぶたにくとひじきのいためもの �ぶたに＜ひじき ししゃもフリッター �さとう �ねぎ　こまつな　たまねぎ 

7 �木 �くろパン 牛乳 �ホワイトシチユ■－ �ぎゅうにゆう　とりにく �くろパン　あぶら　じゃがいも �たまねぎ　にんじん　トマト �639 ・845′ �21．8 27．9 オムレツのかわじまトマトソース あおなとコーンのソテ⊥ �スキムミルク革まクリーム オムレツr �こむきこ　バター．さとう �もやし　コーン　こまつな 

、8 �金 �’こはん 牛乳 �とんじる �ぎゅうにふう　ぶたに＜ �こ鯵ん　あぶら　じゃがいも �ごぼう　にんじん　ねぎ　こまつな �703 870 �二26・5 32．1 こうやどうふのねぎソース �とうふ　こうやどうふ �でんぷん・さんおんとう �しょうが　れんこん　こんにゃく 
れんこんととりにくのきんぴら �とりにく　みモ＿ �ごまあぶら　さとう　ごま 

11 �月 �ごほん 牛乳 �7んちんじる �ぎゅうにゅう　あぶらあげ �こ鯵ん　あぶら　ごま �ごぼう　にんじん　ねぎ　こまつな �＄60 822 �－22．2 27．3 
コロッケ・ソース ひじきのしっとりふりかけ �とうふコロッケひじき ちりめんじゃこかつおぷし �さんおんとう �こんにゃく　かぼちゃ 

12 �火 �ホットらゆうかめん 　牛乳 �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　あぶら �にんにく　しょうが　にんじん �633 759 �25．1 29．7 やきぎょうざ（小②中②） �かいそうサラダミックス �＜ろざとう　こま　ごまあぶら �コーン　鯵くきい　にら　ねぎ 
かいそうサラダ �みそ　ひじきぎょうざ �さとうー �もやし　きゅうり－ 

13 �水 �こはん 牛乳 �こも＜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　こんにゃく �、668 826 �字4・9 30．5 たらのねぎソースかけ �たらでんぷんつき　だいず �さんおんとう．さとう �ねき　しょうが　えだまめ 
こんにゃくサラダ・ ��ごまあぶら �もやし　きゅうり 

14 �木 �ツイストパン 牛乳 �まくさいとにくだんこのスープ �ぎゅうにゅう　ミートボール �ツイストパン　あぶら �こんじん．はくさい　チンケンサイ �約2 802 �24．3 29．5 やきそ畔 �ぶたに＜　ヨーグルト �むしちゆうかめん �キャベツ　パインかん　ももかん 
フルーツヨーグルト ひとくちチーズ �チーズ・ ��りんごかん　ナタデココ　ねぎ 

15 �金 �ごほん 牛乳 �なまあげとだいこんのみそに �ぎゅうにゅう　′ぶたに＜ �こ鯵ん　あぶら　さとう �にんじん　だいこん　こんにゃく �686 884 �25．8 33．3 
こまつくね（小1～3年①小4～中②） ごまぴたし・あおじそドレッシング �なまあけ　ごまつくね．みそ �でんぷんごま　ドレッシング �えだまめ．こまつな　もやし 

F18 �月 �こはん 牛乳 �ごまみそしる �ぎゅうにゆう　とうふ �‾こ鯵ん．あぶら　ごまあぶら �ごぼう　にんじん　ねぎ　こ季つな �615 755 �24．9 30．0 
・さわらのゆうあんやき もやしのサラタ �みぞ　さわらのゆうあんつけ �ごま　じゃがいも �きゅうり　　もやし　コーン 

19 �火 �じこなうどん 牛乳 �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　ごま �こまつな　ねぎ　だいこん �597 761 �25．6 32．9 こえびのからあけ �かたくらいわし（中） �さとう　アーモンド（中） �ほししいたけ　こんにゃく 
こんにゃくのごまあえ アーモンドこざかな（中のみ） �あぶらあけ　こえびのからあけ ��もやし　にんじん 

l 20 �水 �むきこはん ジョア �てつくりチキンカレー �ジョア　とりにく　チーズ �むぎこ鯵ん　あぶら　こむきこ �にんにく　しょうが　たまねぎ・ �748 953 �23．2 30．2 
しろみさかなのフリッター（小（D中②） �ホキフリッター �バター　＜ろざとう　ココア �にんじん　オニオンソテー　トマトかん 

ツリーサラダ・マヨネーズ �ヨーグルト �マヨネーズ　いちごムース �すりおろしりんご　1ロサ⊃り－ 
クリスマスデザート ��じゃがいも �コーン． 

杢］ 今月の平均栄姜摂取量 �＿658 �24．5 

821 �30．2 

学校給食摂取基準 �640 �－24 （18～32） 
820 �‘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。※象事の食品は、川島町産の

※毎月19日は食青の日です。家庭でも「食」についてはなしてみません机　　食材を使っています。

食材の使用予定豪嶋について � 

亀　★禁讐諾農芸諾慧慧㌫慧 �慧㌫ます。鞄 


