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蝕　　今月の目標
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かわじままちかっこうさゆうしょく

平成28年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川島町学校給食センター 

白 �擢 �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 　k¢■l �たんばく賞 　■ 

3 �月 �こはん や乳 �はるさめとにくだんこのスープ �ぎゅうにゆう　にくだんこ �ご鯵ん　マヨネーズ（エッグフリー） �にんじん　はくさい　チンケンサイ �685 �28．8 さけのもみじゃき �さけ　あぶらあけ　ぶたに＜ �さとう　あぶら　はるさめ �ねぎ　きりほしだいこん 
きりほしだいこんのいりに ���ほししいたけ　スだまめ �841 �34．9 

4 �火 �じこなうどん 牛乳 �にくじるうどん（しる） �ぎゅうにゆう　ぶたに＜ �じこなうどん　あぶら �ねぎ　にんじん �839 810 �21．1 25．8 キャラメルポテト ミニトマト（小②中②） �あぶらあげ　こんぶ �アーモンドこさんおんとう さつまいもバター �ミニトマト 

5 �水 �こはん 牛乳． �マーボーどうふ �ぎゅうにゅう　ぶたにく �こ鯵ん �しょうが　にんにく　ねぎ　にんじん �662 �27．3 にくだんこのあまずあんかけ �とうふ　にくだんこ �あぶら　さとう　でんぷん �たけのこ　にら　きゅうり 
（小②・中③） きゅうりのちゆうかサラダ・ちゅうかドレッシング �みぞ �ドレッシング �だいずもやし �801 �33．0 

6 �木 �こともパンスライス 　苧乳 �キャロットポタージュ �ぎゅうにゅう　ベーコン �こともパン　あぶら　バター �にんじん　たまねぎ　キャベツ �675 �23．6 しろみさかなフライ・タルタルソース �なまクリーム �こむきこ　利一フ‘ォ仙 �コーン　ようなしゼリー 
シャキシャキキャベツ ミニゼリー（小の中②） �たbのフフイ �タルタルソース（エッグフリー） ��7i8 �25．0 

7 �金 �こはん 牛乳 �ハッシュドポーク �ぎゅうにゅう �ご鯵ん �たまねぎ　にんにく　にんじん �661 808 �23．9 28．9 ほうれんそうとコーンのソテー �ぶたに＜ �あぶら　ココア　パター �エリンギ　ほうれんそう 
りんご ��こむきこ　クラニューとう �もやしコーン りんご 

11 �火 �ホットちゅうかめん 　牛乳 �みそキムチラーメン（しる） �ぎゅうにゆう　ぶたに＜ �ホットちゅうかめん �にんにく　しょうが　にんじん　もやし �705 898 �27．1 33．4 あけぎょうざ（小②中②） �ぎょうざ　チーズ �あぶら　＜ろざとう　さとう �ねぎ　にら　キムチ　キャベツ 
はるさめサラタ ディズニーチーズ（小の中頃）） �みそ �こまごまあぶら ラーゆはるさめ �きゅうり 

12 �水 �こはみ 牛乳 �とんじる �ぎゅうにゅう �ご惨ん �にんじん　もやし �707 895 �28．5 34．8 さばのごまてりやき �とうふ　さばごまてりやき �じゃがいも　あぶら �ごぼう　ねぎ　こんにゃく 
こまつなとひじきのいためもの �ひじきあぶらあげ ぶたにくみと ��ほうれんそう　こまつな 

13 �木 �さきだまライスボール �はくさいのクリームスープ 　○　■■■■ �ぎゅうにゅう　ベーコン �さきだまライスボール　パタ⊥ �にんじん　たまねぎ　はくさい �688 786 �24．9 27．6 
牛乳 �スパ　丁イーナノ＼リタン �フフンクフルト �さとつ　スパ　ティー �にんにく　エリン　　　ーマン フルーツミックスヨーグルトあえ・ �ヨーグルト　チーズ �ナタデココ　オリーブオイル �トマトかん　パインかん　みかんかん 

スキムミルク　なまクリーム �こ助こ �ももかん 

14 �金 �こはん 牛乳 �にくじゃが �ぎゅうにゅう �こ惨ん �にんじん　たまねぎ　たけのこ �674 832 �27．6 33．5 とりにくのからあけ �ぶたにく　とりにく �でんぷん　あぶら・じゃがいも �しょうが　にんにく　ほししいたけ 
ひじきとじゃこのサラダ �ちりめんじゃこ ひじき �ごま　さとう　ごまあぶら �キャベツきゅうりしらたき こまつなえだまめコーン 

17 �月 �ごほん 牛乳 �みそしる �ぎゅうにゅう �こ鯵ん　あぶら　ごま �にんじん．えのき �662 841 �23．7 29．2 さんまのかばやき キャベツのごまあえ �とうふわかめ さんまでんぷんつき みぞ �さとう �キャベツ　きゅうり 

18 �火 �じこなうどん 牛乳 �さんさいうどん（しる） �ぎゅうにゅう �じこなうどん　あぶら �しめじ　さんさいミックス �‾633 7由 �26．4 32．6 こえびのからあけ �ぶたに＜　あJSてらあげ �ごま　さとう �まししいたけ　ねぎ　もやし 
こんにゃくのごまあえ ヨーグルト �こえびのからあげ ヨーグルト ��こんにゃく　にんじん 

19 �水 �むきこはん 牛丸 �あきやさいカレー �ぎゅうにゅう �こ鯵ん �こんに＜　しょうが　たまねぎ　だいこん �694 839 �22．5 26．1 さかなナゲット（小①中①） �ぶたにく　チーズ �あぶら　さつまいも �しめじ　オニオンソテー　トマトかん 
みかん �ヨーグルト　さかなナゲット �こ牢ぎこ‾バターココア ＜ちぎとう �すりおろしりんご　にんじん　みかん 

20 �木 �やまかたしょ＜ぽん 　牛乳 �かぼちゃのシチュー �ぎゅうにゅう �やまがたしょ＜ぽん　いちごジャム �こんじん‾たまねぎ　もやし �659 �25．7 
フランクフルトのケチャップソースかけ �とりにく　スキムミルク �パター　あぶら　ドレッシング �きゅうり　かぼちゃ 
かいそうサラダ・バンパンジードレッシング �フフン　フル �つ �パセリ　トマトかん �716 �28．1 

いちごジャム　＿ �かいそうサラダミックス �こ舵 

21 �金 �こはん 牛乳 �ごまみそしる �ぎゅうにゅう �ご鯵ん �ごぼう　にんじん　こんにゃく �654 808 �24．4 30．3 とりにくのなんばんソースかけ �ぶたにく　とうふ �あぶら　じゃがいも　さとう �ねぎ　こまつな　にんにく　しょうが 
ひじききんぴら �ひじきとりにく みと �ごま　でんぷん　ごまあぶら 

24 �月 �－わかめこはん 　牛乳 �かきたまじる �ぎゅうにゅう �わかめご鯵んあぶら �こんじん　ねぎ �651 �20．5 くりコロッケ・ソース ■一 �とうふ　たまご �でんぷんくりゴロツケ 一 �こまつな　もやし 
しまぴたし・あおじそドレッシング こんぶいりこざかな（中） �こんぶ（中）　かたくらいわし（中） �しま　ドレッ・シンク ��828 �26．3 

25 �準 �ホットちゅうかめん 　牛乳 �しおラーメン（しる） �ぎゅうにゅう �ホットちゅうかめん �こんに＜　しょうが　コーン �630 795 �22．1 27．2 まるまき �ぶたにく　はるまき �ごまあぶら　さとう　ごま �こんじん　もやし　ねぎ　にら 
あんにんどうふ ��あんにんどうふ　あぶら �パインかんみかんかん りんごかん 

26 �‾水 �ごはん 牛乳 �なまあげとじゃがいものみそに �ぎゅうにゅう �ご鯵ん �こんじん　こんにゃく　こまつな �693 859 �28．2 35．1 
ひじきいりとりつくね（小②中③） �ぶたに＜　あっあげ �じゃがいも　さとう　でんぷん �コーン　ほうれんそう　キャベツ 
ほうれんそうのサラダ・やさいドレッシング �ひじきいりとりつくね みそ �ドレッシング　あぶら 

27木 28、金 31月 20匝l t材の ��ツイストパン 牛乳 �ミネストローネ �ぎゅうにゆう �ツイストパン　じゃがいも �こんじん　たまねぎ �693 883 654 815 705 876 �24．4 30．2 25．9 32．1 22．2 27．6 
オムレツのチ「ズやき �ベーコン　オムレツ　チーズ �えパケティー　ドレッシング �パセリ　えだまめ 
さくさくサラダ・たま担ぎドレッシング �いんけんまめ �ごま �きゅうり　キャベツ　れんこん 

こはん 牛乳 �はっぽうさい �ぎゅうにゅう �ご惨ん �しょうが　にんにく　にんじん 
しろみさかなのねぎソースかけ �ぶたにく　いか　うずらたまご �あぶら　でんぷん　ごまあぶら �たまねぎ　たけのこ　きくらげ 
きりほしだいこんのナムル �ホキでんぷんつき �さとう　ら－ゆ　さんおんとう �ギヤベッチンケンサイきりぽしだいこん だいずもやしこまつなねぎ 

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　マカロニ �たまねぎ　にんじん　キャベツ 
ハロウインハンバーグのデミソースかけ �ベーコン　ハンバーグ �さとう　スパゲティー �こまフな　工リンギ　きゅうり 

スパゲティーサラタ・マヨネーズ かぼちゃのムース �だいず �マヨネーズ　かぼちゃのムース �コーン 今月の平周栄養摂取量 学校給食摂取基準 

※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 �����671 824 640 820 �25．0 30．0 24 ＿；遁＝胡2 30 イ25－＿40） 

※毎月19日は食青の日です。家庭でも「食」につ 用事走査嶋について 瓢靡★禁讐恵莞㌶慧 ��いて話してみませんか？食材を使っています。 慧㌫軍恵す。患恕 


