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平成28年度

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

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 ��ル1 �えいようりょう しゆしょく のみもの �お　か　ず �からだをつくる草の �ねう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 �エネルギー 　kcal �たんばく貫 　g 

1 �木 �ツイストパン �はくさいのクリームスープ �ぎゅうにゅう �ツイストパンrあぶら �たまねぎ　にんじん �小学生 �小学生 オムレツのトマトソースかけ �ベーコン　チーズ �バター　こむぎこ　さとう �惇くさい　トマトかん �690 �23．2 

牛乳 �かいそうサラダ・ 　パンバンジードレッシング �スキムミルクなまクリーム オムレツかいそうミックス �ドレッシング �キャベツ　きゅうり �中学生 　881 �中学生 　28．8 

2 �金 �うやめし 牛乳 �にこみおでん �ぎゅうにゅう　いか �ちや助し　じゃがいも �だいこん　にんじん �645 �31．0 
いかのしょうがやき �たこボール●とびうおボール �あぶら �こんにゃく　しょうが 

みかん �うずらたまごちくわ がんもどきこんぶ ��みかん �775 �36．0 

5 �月 �ごほん 牛乳 �かすじる �ぎゅうにゅう �ご鯵んあぶら �ごぼう　鯵く±い　こんにゃく �633 �19．9 
さといもコロッケ・リース �とうふ　みそ �さけかす　さといもコロッケ �だいこん　あさ　こまつな 
ごまびたし・あおじそドレッシング ミニゼリー（小①中②） ��ごまドレッシング ようなしゼリー �にんじん　もやし �790 �23．9 

6 �火 �ホットらゆうかめん 牛乳 �こも＜あんかけラーメン（しる） �ぎゅうにゅう �ホットらゆうかめん　あJSてら �しょうが　にんにく　もやし �675 �25．1 
よるさめサラダ �ぶたにく　なると　いか �でんぷん　ごまあぶら　バター　さとう �こんじん　たまねぎ　ほししいたけ 

キャラメルポテト ��はるさめさつまいもラーゆ さんおんとうアーモンド �キャベツ　きゅうり　鯵くさい �857 �31．0 

7 �水 �こはん 牛乳 �じゃがいものそぼろに �ぎゅうにゅう �ご鯵ん　あぶら　さとう �しょうが　にんじん　たまねぎ �667 846 �22．1 27．3 
にくだんこのあまずあんかけ 　（小②中③） だいこんサラダ・ごまドレッシング �にくだんこ　ぶだにく �じゃがいもしらたき でんぷんドレッシング �だいこん　きゅうり 

8 �木 �ピタパン 牛乳 �ABCスープ �ぎゅうにゆう �ピタパン　あぶら �たまねぎ　にんじん �640 �30．5 
スラッピージョー �ベーコン　ぶたにく　‾ �マカロニ・こめこ �キャベツ．こまつな 

フルーツミックス �だいず　チーズ �ナタデココ　クラニューとう �パインかん　りんごかん　ももかん �757 �36．0 

スライスチーズ ��レモンゼリー �レモンかじゆう 

9 �金 �むぎこはん �ふゆやさいカレー �ぎゅうにゅう �むぎご鯵ん　ごまあぶら �こんに＜　しょうが　すりおろしりんご �696 �24．1 
こんにゃくサラダ �ぶたにく　チーズ �こむぎこ　バター　あぶら �たまねぎ　だいこん　にんじん 

牛乳 �こえびのからあげ・ �ヨーグルト　こえびのからあけ �くろざとう　ココア　さとう �オニオンソテートマトかん こんにゃくもやしきゅうり �862 �29．1 

12 �月 �こはん �らゆうかスープ �ぎゅうにゆう �ご鯵ん �キャベツ　ーにんじん　もやし �605 �25．0 
しゆうまい �ぶたに＜　ベーコン �はるさめ　さとう　でんぷん �にんにく　しょうが　たけのこ 

牛乳 �（小1・2年①小3～中②） チンジャオロース �しゆうまい ��ほししいたけ　ピーマン �718 �28，9 

13 �火 �じこなうどん 牛乳 �わかめうどん（しる） �ぎゅうにゅう　とりにく �じこなうどん �こんじん　ねぎ �627 �22．3 
もらいりあぶらあげ �わかめ　あぶらあげ �もろ　さとう �こまつな　きゅうり 
カラフルこふきいも ��じゃがいも �コーン �795 �27．5 

114 ト 【 �水 �こはん �こも＜に �ぎゅうにゅう �ご鯵ん、あぶら �こんじん　ごぼう �629 �28．1 
さけのてりやき �とりにく　だいず �じゃがいも　さとう　でんぷん �こんにゃく　しょうが、キャベツ 

牛乳 �さくさくサラダ・たまねぎドレッシング �さけ �ごま　ドレッシング �きゅうり　れんこん �＿　774 �34．1 

l 」5 �木 �＜ろパン コーヒ丁牛乳 �クラムチャウダー �コーヒーぎゅうにゆう �＜ろパン �たまねぎ　にんじん　パセリ �－665 �124．1 

さかなナゲット �ベーコン　あさり �バター　あぶら　こむぎこ �まうれんそう　キャベツ・ 
ほうれんそうのサラダ・やさいドレッシング �スキムミルク　さかなナゲット �じゃがいも　ドレッシング �コーン �845 �31．2 

16 �金 �こはん �マーボーどうふ �ぎゅうにゅう �ご鯵ん　あぶら　さとう �しょうが　にんにく　ねぎ �712 �28．3、 あけぎょうざ（小②中③） �ぶたにく　みモ　とうふ �でんぷん　ごまあぶら　ラーゆ �こんじん　たけのこ　にら 

牛乳 �ナムル ゆずゼリー �ひじきぎょうざ �ゆずゼリー �だいずもやし　　こまつな �922 �36．6 

19 �月 �こはん �みそしる �ぎゅうにゆう �ご鯵ん　ごま　じゃがいも �こんじん �623 �25．3 
キャベツのごまあえ �わかめ　とうふ　みと �さとう　あぶら　ごまあぶら �たまねぎ　キャベツ　きゅうり 

牛乳 �しろみさかなのなんばんつけ ふりかけ �たら �ふりかけ �ねぎ �766 �．30．0 

20 �火 �ドライカレー 牛乳 �パンプキンポタージュ �ぎゅうにゅう �ド弓イnL－　さとう �こんじん　たまねぎ　パセリ �794 �28．4 
ローストチキン �とりにく　スキムミルク �あぶら　バター　こめこ �かぼちゃ　ブロッコリー 

ツリーサラダ・マヨネーズ セレクトケーキ（チョコ・ストロベリー） ��でんぷんマヨネーズ ケーキ �コーン �956 �34．4 

繭’ ※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。※素手の食品は、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。

1月の給食開始日は、1月12日（木）からとなります。
「平成28年度版川島町生涯学習・健康カレンダー」は、1月11日（水）小・中学校給食

開始となっておりますが誤りです。）

食材の俺用予定露地について 亀　★禁警諾讐票諾慧慧霊諾慧 �慧許す。毎払 

今月の平均栄養摂取量 �664 �25．5 
825 �31．0 

学校給食摂取基準 �640 �24 （18～32） 
820 �30 （25－40） 


