
今月の目標

かんしやしてだべよう

蒜28品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謂蒜靂蒜遠もンター 

日 �曜 �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 �エネルギー kcal ′l†草生 �たんばく賞 g 小学生 

12 �木 �メロンパン �ふゆやさいのポトフ �ぎゅうにゆう �メロンパン �こんじん　たまねぎ　セロリー 
ラザニア �とりにく　フランクフルト �オリーブオイル　じゃがいも �かぶ　鯵くまい　ごぼう �643 �23．4 

牛乳 �ごぼうサラダ �りんごヨ⊥クルト■みそ �ラザニア■ごま　あぶら �コーン　きゅうり �中学生 �中学生 

りんごヨーグルト ��さんおんとう　ごまあぶら ��846 �29．0 

13 �金 �わかめごはん �ろくせんに �ぎゅうにゆう　とりにく �わかめご鯵ん　じゃがいも �ごぼう　にんじん　ほししいたけ �646 �25．9 
こえびのからあげ �こんぶ　こおりどうふ �さとう　ごま　あぶら �こんにゃく　たけのこ 

＿＿牛乳 �さくさくサラダ・ごまドレッシング �うずらたまこ こえびのからあげ �ドレッシング �キャベツ　きゅうり　れんこん �825 �31，3 

16 �月 �こはん �キムチスープ �ぎゅうにゆう �ご鯵ん �まししいたけ �619 782 �28．9 35．4 
いためビーフン �ぶたにく　とうふ �あぶら　ごまあJSてら　ビーフン �キムチ　ねぎ　にんじん　たまねぎ 

牛乳 �とりにくのみそつけやき �えびとりにく 批 ��キャベツ　もやし　にんにく 

17 �火 �ホットちゅうかめん 牛乳 �みそラーメン（しる） �ぎゅうにゅう �ホットちゅうかめん　コッペパン �しょうが �638 805 �24．0 28．9 
こなゆきあげパン �ぶたにく　みそ �さとう　バター　ごま �にんじん　キャベツ　コーン 

かいそうサラダ・らゆうかドレッシング �かいそうサラダミックス �アーモンドココナッツ ドレッシングあぶら �ねぎ　もやし　きゅうり 

18 �水 �こはん �こつゆ �ぎゅうにゅう �ご鯵ん �こんじん　揮うれん箸う �604 �26．4 
ぶたにくとだいこんのにもの �またて　らくわ �さといも　まめふ　さとう �しらたき　ねぎ　だいこん 

牛乳 �いよかん ふりかけ �ぶたに＜　ふりかけ �でんぷん �こ蓼つ等　いよかん �752 �32．0 

19－ �木 �セサミバーンズ 牛乳 �まくさいのマカロニクリームスープ �ぎゅうにゅう �セサミバーンズ �たまねぎ　にんじん　鯵く±い �659 �2乳3 
しろみさかなフライ・ソース �ベーコン　チーズ �あぶら　バター　こむきこ �コーン　キャベツ 

シャキシャキキャベツ スライスチーズ �スキムミルクなまクリーム しろみさかなフライ �マカロニ ��825 �35．0 

20 �金 �むぎごはん �てづくりチキンカレー �ぎゅうにゆう �むきご惨ん �しょうが　にんにく　コーン �685 �20．3 
わかさきフリッター �とりにく　チーズ �じゃがいも　こむきこ　あぶら �たまねぎ　にんじん　オニオンソテー 

牛乳 �（小1～4①小5～中②） �ヨークルト　わかさきフリッター �バター　＜ろざとう �トマトかん　すりおろしりんご �868 �25．2 

カラフルサラダ・たまねぎドレッシング ��ドレッシング　ココア �キャベツ　きゅうり 

23 �月 �こはん 牛乳 �みそしる・ �ぎゅうにゅう �ご鯵ん �ねぎ　だいこん　こ手つ等 �632 789 �24，3 29．8 
チキンなんばん・タルタルソース ごまびたし・あおじそドレッシング �とうふわかめとりにく みと �でんぷんあぶらさんおんとう タルタルソース（エッグフリー）ごま ドレッシング �キャベツ　にんじん 

24 �火 �じこなうどん �たまごとじうどん（しる） �ぎゅうにゆう �じこなうどん �ねぎ　にんじん　ほししいたけ �677 858 �27二3 34．0 
おしるこ �とりにく　こんぶ　たまご �でんぷん　さとう　しらたまもら �こ蓼？等　きりぽしだいこん 

牛乳 �きりぽしだいこんのサラダ あおのりこざかな �あずき かたくらいわしあおのり �あぶら �もやし　きゅうり 

25 �水 �こはん �むかしのに＜じゃが �ぎゅうにゅう �ご鯵ん �こんじん　たまねぎ　たけのし �703 �24．1 
ごまつくね（小1～2①小3～中②） �ぶたにく　らくわ、 �あぶら　じゃがいも　さとう �しらたき　グリンピース 

牛乳 �もやしのサラダ・やさいドレッシング �ごまつくね　みそ �ドレッシング �もやし　きゅうり �859 �28．1 

26 �木 �ツイストパン �ブロッコリーのシチュー �ぎゅうにゅう　だいず �ツイストパン �たまねぎ　にんじん　ブロッコリー �696 �30．1 
ハンバーグデミクラスソースかけ �とりにく　スキムミルク �あぶら　じゃがいも　バター �工リンギきゅうりキャベツ 　ー■■－ 

牛乳 �ピーンズサラダ かたぬきチーズ �なまクリームハンバーグ ピーンズミックスチーズ �こむきこ　さとう ��903 �38．0 

27 �金 �むぎこはん �かわじまこじる �ぎゅうにゅう �むぎこ惨ん �にんじん　しぼつ　だいしん �663 �28．9 
さけのマヨネーズやき �だいず　さけ �あぶら　さといも �まししいたけ　鯵く±いねぎ 

牛乳 �いちご（小中②） たくあん �みぞ �マヨネーズ（エッグフリー） �いちご　たくあん �832 �35．2 

50 31‘ 1 �月 火 回 ＊ �ごはん �せんべいじる �ぎゅうにゆう �ご鯵ん �ごぼう　にんじん　レめじ �701 885 －713 897 �27．9 35．0 29．3 36．5 
むかしのまぐろフレークソテー �とりにく　ひじき �かたやきせんべい　あぶら �ねぎ　たまねぎ　にんにく 

牛乳 �とりにくのなんばんソースかけ �あぶらあげ　まぐろ �さとうでんぷんごまあぶら ごま ホットちゅうかめん �しょうが 

ホットちゅうかめん 牛乳 �タンメン（しる） �ぎゅうにゆう ��鯵く±い　もやし 

てづくりアメリカンドック・ケチャップ �ぶたにく　いか　えぴ‾ �こむぎこバター ※象事の食品は、川島町産の �膵うれんとう　にんじん 

ほうれんそうとコーンのいためもの ミニみかんゼリー（小1～2①小3～中②） �なると　フランクフルト ��コーンゼリー 今月の平均栄養摂取量 

※材料などの都合で献立が変更になる場合があります。ご了承下さい。 �����662 �26．4 
※毎月19日は食青の日です。こ家庭でも『食』について話してみましょう。 ���食材を使っています。 ��837 �32．8 

伊＿2伯～30帥r全騨繊細遇臥討。優 ����学校給食摂取基準 �640 820 �24 ＿止む頭a 30 r25～40） 

学校給食が再開されたことを記念する日が1月24日『給食記念日』です。
この日から1週間を給食週間と呼んでいます。

給食にたずさわる人の苦労を知ったり、感謝の気持ちを表す“週間”とされてい
ます。＿ � � � 

★彙 �材の使 �用予定産地・繊義の写薫をホームページに掲 �義しています。 

ホームページアドレスhttp：／／www．tOWn．ka �Wa伽a．saitama加／ 

日日MHHMH…………■－………………■t…＝■HHHt

～献立一口〆モ～　今月鯵、日本各地の媚土料理を取り入れ夢した

18日（月）「こつゆ（福島県）」
22日（金）「せんべい汁（岩手県・青森県の南部地方）」
23日（月）「チキン南蛮（宮崎県）」
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