
今月の目標
マナーをまもって

だのしいきゆうしょくにしよう

かわじままちかっこうきゆうしょく

蒜28品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7億商事疲恋衰センター 

日 �曜 �こんだてめい ��おもなレよくひんめい　　　　　　　　　えいようりょう 
しゅしょ＜ 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 �からだのちょうしをととのえるものエ慧－たんばく賞 　　　　　　　　　　　g 

1 �火 �じこなうどん �カレーなんばん（しる） �ぎゅうに血う　あぶらあげ �じこなうどん　あぶら　でんぷん �たまねぎ　にんじん　ねぎ　　　小学生　小学生 わかさぎフリッター（小②　中③） �わかさぎフリッター �しらたまだんこ　クラニューとう �みかんかん　パインかん　レモンじる　　　692　　　23．2 
牛乳 �さやまらやのフルーツしらたま �ぶたに＜ �りんごゼリーナタデココ カレールウ �まっちや　　　　　中学生　中学生 　　　　　　　　890　2臥2 

2 �水 �こはん �かぶのみそしる �ぎゅうにゅう　とうふ �ご鯵ん】さとう �にんじん　かぶ　たまねぎ （かてめし） �やつ膠かて鎖し． �ちくわ　みぞ �あぶら　でんぷん　ぶどうゼリー �ごぼう　しらたき　えのきたけ　　　　828　　　27．0 
牛乳 �とりにくのてりやき �あぶらあげ　とりにく ��まししいたけ 

ミニゼリー（小①　中②） ���801　　　33．1 

4 �金 �こはん �すましじる �ぎゅうにゅう　とうふ �こ鯵ん　あぶら　さとう �えのきたけ　ほししいたけ さけのマヨネーズやき �みぞ　さけ　ぶたに＜ �マヨネーズ（エッグフリー） �にんじん　ねぎ　しょうが　　　　　　634　　32．1 
牛乳 �よしみあぶらみぞ ���こまつなたまねぎなすピーマン 　　　　　　　　799　39．4 

7 �月 �ごほん 牛乳 �すいとん �ぎゅうにゅう　ぶたに＜ �ご鯵ん　■ �にんじん　だいこん　しめじ 
いかのたったあげ（小1～4①　小5～中②） �いかたったあけ　なっとう �すいとん　あぶら �ねぎ　こまつな　みかん　　　　　　　6帥　　25・8 

みかん さいの＜になっとう ���788　　　26．4 

8 �火 �ホットちゆうかめん 　牛乳 �ねぎラーメン（しる） �ぎゅうにゅう　やきぶた �ホットらゆうかめん　あぶら �にんにく　しょうが　にんじん まうぎょうざ　むとくらチーズ �かいそうサラダミックス �うーゆ　ちゆうかドレッシング �ねぎ　きゃべつ　き●うり　　　　　　即7　　23・8 
かいそうサラダ・ちゅうかドレッシング �ぽうぎょうざ　チーズ ��もやし 　　　　　　　　　859　29．5 

9 �水 �らやめし 牛乳 �かわじまこじる �ぎゅうにゅう　だいず �らやめレ　あぶら　さとう �にんじん　ごぼう　だいこん こえびのからあげ �みぞ　こえびのからあげ �こ衰あぶら　さといも �まししいたけ　はくさい　ねぎ　　　　640　　26．3 

きりぽしだいこんゐカレーきんぴら �ぶたに＜ ��にんにくきりほしだいこん いとこんにゃく　　　　　787　31．9 

10 �木 �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‘ �ねぎ　にんじん　だいこん ちくわのいそべあげ（小①　中②） �こんぶ　ちくわ　あおのり �こむぎこ　こ審ドしヤシンケ �こまつな　ごぼう　圭●うり　　　　　594　　20．8 
ごぼうサラダ・かわじまごまドレッシング �あぶらあげ �てうちうどん　さとう �コーン 　　　　　　　　　749　25，4 

11 �金 �ごはん 牛乳 �にくじゃが �ぎゅうにゅう　ぶたにく． �ご鯵ん　あぶら　じゃがいも �こんじん　たまねぎ　たけのこ さばのねぎみそかけ �さば　みそ �ごま　あおじそドレッシング �まししいたけ　しらたき　えだまめ　　　704　　25．4 
ごまぴたレあおじそドレ豆シンク ��さとう �ねぎこまフなもやしき●うり 　　　　　　　　　895　31．2 

15 �火 �じこなうどん �ちらぶ訊っ壷りごみふう（しる） �ぎゅうにゅう　とりにく �じこなうどん　あぶら　じゃがいも �しめじ　にんじん　だいこん みぞポテト（小②　中③） �みぞ　ヨーグルト �こむぎこ　さとう　ごま �まししいたけ　ねぎ　惨くまい　　　　637　　24・8 
牛乳 �こんにゃくのごまあえ ���いとこんにゃく　もやし 

ヨーグルト ���823　　　31．1 

16 �水 �こはん �みそしる �ぎゅうにゅう　とうふ �ご捗ん　ごまあぶら　あぶら �こんじん　なめこ　だいこん 
（やきとりこはん） �ひがしまつやまや圭とりこはんのぐ �みぞ　ぶたに＜　あぶらあけ �さんおんとう　ごま �ねぎ　しょうが　にんにく　　　　　　606　　26・9 

牛乳 �ふなぞこきゅうり ���壷●うりすりおろしりんご 　　　　　　　　786　33．4 

17 �木 �＜ろパン �むさしのシチュー �ぎゅうにゅう　とりにく �くろパン　あぶら　さつまいも �たまねぎ　にんじん　ブロッコリー 
レバーのバーベキューリース �スキムミルク　ぶたレバーたった �パター　こむぎこ　さとう �コーン　キャベツ　　　　　　　　　　　704　　　24・5 

牛乳 �ブロッコリーのサラダ・マヨネーズ やきプリンタルト �なまクリーム �ごまあぶらマヨネーズ やきプリンタルト �884　　　30．8 

18 �金 �こはん 牛乳 �かわじまや±いのスープ �ぎゅうにゅう　とりにく �ご鯵ん　あぶら　さとう �にんじん　惨く睾い　Lねぎ ひじきのつくね（小②　中③） �しろごまつくね　みぞ �ごま �だいこん　のらぼうな・もやし　　　　601　　23・5 
のらぽうなのごまあえ �あぶらあげ ��752　　　29．3 

21 �月 �こはん 牛乳 �了んらんじる �ぎゅうにゅう　あぶらあけ �ご惨人　あぶら　さといも �こほう　にんじん　こんにゃく ししゃもフライ・ソース �とうふ　ししゃもフライ �さとう �こ手つ等　ねぎ　たまねぎ　　　　　604　　21・3 
ぶたにくとひじきのいためもの �ぶたにく　ひじき ��765　　　26，3 

r22 �火 �ホットちゆうかめん 　牛乳 �みそラーメン（しる） �ぎゅうにゅう　ぶたに＜ �ホットらゆうかめん　あぶら �こんに＜■　しょうが　にんじん さいの＜ににくまん �こくまん　ロースハム �＜ろざとう　ごまあぶら ＿一一 �こ手つ等　ねぎ　にら　もやし　　　　706　　26・3 
こまつなともやしのいためもの �みそ �しま �897　　　32．7 

24 �木 �はちみつパン 牛乳 �ふわふわスープ �さゆうにゅう　ぶたに＜ �まらみつパン　あぶら　パンこ �こんじん　たまねぎ　きゃべつ やきそば �チーズ　ベーコン　たまご �じゃがいも　むしろゆうかめん �わなし　レモンじる　みかんかん　　　678　　24・1 
けんさんわなしのフルーツミックス キャンディーチーズ（小②中（諺） ��レモンゼリーカク丁ルゼリー クラニューとう �883　　　30．5 

25 �金 �こはん �てつくりカレー �ぎゆうにゅう　ぶたに＜ �むぎご鯵ん　あぶら　じゃがいも �たまねぎ　にんじん　オニオンソ7－ 
からだいす �チーズ　ヨーグルト　だいず �こむ　こ　バター　ココア �トマトかん　すりおろしりん」　　　　699　　23・4 

牛乳 �　　」 ミニトマト（小・中②） ��くろざとう　でんぷん　さとう �ミニトマトにんにくしょうが 　　　　　　　　　887　28．4 

28 �月■ �こはん 牛乳 �とうふのこも＜いため �ぎゆうにゅう　とうふ �ご鯵ん　あぶら　でんぷん �しょつが　にんにく　にんじん 
チキンちぎりあげのあますあんかけ（小②中3） �ちぎりあけ　ちりめんじゃこ �ごまあぶら　さとう　ごま �まししいたけ　ねぎ　テンゲンサイ　　　657　　草8・4 

しゃくしなとじゃこのふりかけ �ぶたにく　かつおぶし ��しゃくしなつけたけのこ 　　　　　　　　　846　36．0 

29 30 1 �火 水 国 �じこなうどん �おろしうどん（しる） ゼり－フライ・ソース �ぎゆうにゅうぶたに＜ あぶらあけあおのり（中） �じこなうどんゼリーフライ たまねぎドレッシングごま �こ審つ等ねぎだいこん ほししいたけにんじんきゃべつ　62021・5 きゅうりれんこん　　81029．d 】牛乳 �さくさくサラダ・たまねぎドレッシング �かたくらいわし（中） �あぶら 
、の　こ　　h � � 

こはん �かわじまたまこのかきだまじる �ぎゅうにゅう　とうふ �こ鯵ん　でんぷん　あぶら �にんじんねぎ王手つ等たまねぎ しょうがだいこん壷●うり　　645　27・9 
コロコロかつおのなんばんつけ �かつおでんぷんつき �さとう　■ 

牛乳 �だいこんのサラダ �七孝三 � �　　　81834．3 －今月の平均栄養摂取量一・一一二一腹－…一一段上 

芸冨警篭濫慧欝慧警認諾惑詔じょぅ。　※琵軍票…誓車を 

日月惨．r彰の包血る士と学校総食月励」です。－ ����　　82630．9 　　　24 　　640（18～32） 学校給食摂取基準・・…一一…一一・一…蒜一一一一一 　　820（25～40） 

学校給食をとおして、地元産食材や郷土食に触れ、ふるさとへの愛着を深めようというものです。 

◆川島産のお米をはじめ野菜やみそ、手打ちうどん、鶏卵を使うた郷土料理や、埼玉産食材を たくさんとり入れた献立となっています。 ◆川島町以外の郷土料理等もたくさんとり入れました。　　－ ※埼玉県の弥土料理川場町産食材は太字になっています。評しくは蓑の給食だよりをご覧ください。 

★食材の使用予定産地をホームページに捧雛しています．ホームページアドレス　http：／／www・tOWn・ka購曲桐・Saitama・拍／


