
平成28年度

今月の目標
みんななかよく

だのし＜たペよう

川島町学校給食センター

日 �帽 �こんだてめい ��おもなしょ＜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 　kcd �たんはくt■ 　■ 

2 �月 �こもくずし �わかたけじる �ぎゅうにゅう　わかめ �すめし �たけのこ　こまつな �小学生 �小学生 
（すめし）・ �こもくずしのぐ �とうふ　あぶらあげ �あぶら　さとう　かしわもら �ねぎ　にんにく　たまねぎ �724 �26．7 

牛乳 �かつおのしんたまソース �かつおでんぷんつき ��にんじん　ごぼう　ほししいたけ �中学生 �中学生 

かしわもら �とりにく ��かんぴょう　えだまめ �872 �32．2 

6 �金 �チキンライス �キャベツのクリームスープ �ぎゅうにゆう �こ惨ん �たまねぎ　にんじん �899 �■25．3 
（こはん） �チキンライスのぐ　－ �ベーコン　チーズ �あぶら　バター　こめこ �キャベツ　にんにく 

牛乳 �イタリアンロールー �スキムミルクなまクリーム とりにくイタリアンロール ��ピーマン　エリンギ �888 �31．1 

9 �月 �こはん �ろくぜんに �ぎゅうにゅう　とりにく �ご惇ん �ごぼう　にんじん �666 �27．0 
ごまつくね �こおりどうふ　うずらたまご �あぶら　じゃがいも �まししいたけ　こんにゃく 

牛乳 �（小1～3①小4～6②中③） ひじきのしっとりふりかけ �ごまつくねちりめんじゃこ ひじきかつおぶしみと �さとう　ごま　さんおんとう �たけのこ �939 �37．8 

10 �火 �じこなうどん �おろしうどん（しる） �ぎゅうにゅう �じこなうどん �こまつな　ねぎ �885 �26．5 ちくわのこうみあげ（小①中②） �ぶたに＜　あぶらあけ �あぶら　こむぎこ �だいこん　ほししいたけ 

牛乳 �キャベツのごまあえ ヨーグルトー �ちくわ　ヨーグルト　■ �ごま　さとう �キャベツ　にんじん　きゅうり �843 �33．1 

11 �水 �ごはん �おこけスープ �ぎゅうにゅう �ご鯵ん �しょうが　にんにく　にんじん �845 �25．1 やさいしゆうまい �またて　いか �あぶら　でんぷん　ごまあぶら �たまねぎ　もやし 

牛乳 �（小1～3①小4～中②） チンジャオロース �しゆうまい　ぶたにく �おこけ　さとう1 �ほししいたけチンゲンサイ たけのこピーマン �81■8 �31．5 

12 �木 �はちみつパン 牛乳 （中250cc） �オニオンスープ �ぎゅうにゆう　ぶたに＜ �はちみつパン　あぶら �にんじん　たまねぎ　オニオンソテー �589 �21．2 やきそば �とりにく　ヨーグルト �むしろゅうかめん　ナタデココ �パセリ　キャベツ 
フルー．ツのヨーグルトあえ ���りんしかん　みかんかん　ももかん �801 �27．9 

13 �金 �こはん 牛乳 �かきだまじる �ぎゅうにゆう　とうふ �こ惨ん �－たまねぎ　にんじん �602 �22．9 
とりにくのなんばんソースかけ �たまご　とりに＜ �でんぷん　●あぶら　ごまあぶら �チンゲンサイ　にんにく 

ふなぞこきゅうり ��さとう　ごま �しょつが　ねぎ　きゅつり �757 �28．0 

16 �月 �ごはん �キャベツとベーコンのスープ �ぎゅうにゆう �ご鯵ん �たまねぎ　キャベツ　テンゲンサイ �668 �．　23．1 ドライカレー �ベーコン　ぶたに＜ �あぶら　パンこ �こんじん　コーン　にんにく 
牛乳 �アスパラガスのマヨネーズぞえ ・マヨネーズ �だいず �マヨネーズ �しょうが　アスパラガス �8套9 �28．2 

17 �火 �ホットちゅうかめん 　牛乳 �チャーシューめん（しる） �ぎゅうにゅう �ホットちゆうかめん �こんじん　ねぎ �603 �24．7 
パオス（小1～4（D小5～中②） �やきぶた　パオズ �あぶら■さとう　ごまあぶら �だいずもやし　こまつな 

ナムル ミニゼリー（小1・2①小3～中②） ��ラーゆ �たけのこ　みかんゼリー �792 �32．9 

18 �水 �こはケ 牛乳 �ごまみそしる �ぎゅうにゅう �こ鯵ん �こんじん　ごぼう �876 �25．4 さばのカレーしょうゆやき �とうふ　ぶたに＜　ひじ書 �あぶら　じゃがいも　ごま �ねぎ　こまつな　たまねぎ 

ぶたにくとひじきのいためもの �さばのカレーしょうゆつけ みぞ �さとつ ��855 �31．2 

19 �木 �こともパンネライス 1牛乳 �クラムチャウダー �ぎゅうにゅう �こともパンスライス �たまねぎ　にんじん �690 �22．9 
フランクとコーンのソテー �ベーコン　あさり �あぶら　じゃがいも、 �パセリ　コーン　キャベツ 

シャキシャキキャベツ �スキムミルク　フランクフルト �パター　こむぎこ　さとう �レモンソーダゼリー 

スライスチーズ（中） レモンソーダゼリー �チーズ �オリーブオイル ��938 �33．3 

● �金 �こはん �まっぽうさい �ぎゅうにゆう �ご鯵ん－ �しょうが　にんにく　にんじん �650 �23．7 こくだんこのあまずあんかけ �ぶたに＜　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 

牛乳 �（小1～3（む小4～6②中③） �いか　ほだて �さとう・ �ギヤベッ　チンゲンサイ・ �879 �31．9 

かわろばんかん �こくだんご ��かわろばんかん 

23 �月 �こはん 牛乳 �じゃがいもとたまねぎのみそしる �ぎゅうにゅう・・ �こ鯵ん �こんじん　たまねぎ �652 �26．3 
ハンバーグおろしリースかけ �わかめ　とうふ �じゃがいも　あぶら　さとう �だいこん　こまつな　もやし 

ごまぴたし・しそドレッシング ふりかけ �ハンバーグ みぞ �ごま　ドレッシング　は＼りかけ ��827 �32．3 

2‾4 �一火 �じこなうどん �さんさいうどん（しる） �ぎゅうにゆう �じこなうどん　コッペパン �しめじ＿さんさい �659 �23．4 きなこあげパン �ぶたに＜　あぶらあげ �あぶら　さとう　ごま �だいこん　ねぎ　ごぼう 

牛乳 �ごぼうサラダ あおのりこざかな（中） �きなこみそ かたくらいわし（中）のり（中） �さんおんとう　ごまあぶら �にんじん　きゅうり　コーン �860 �31，4 

25 �水 �はつがけんまいこはん �マーボーどうふ �ぎゅうにゆう �まつがげんまいご鯵ん �しょうが　にんにく‾ねぎ �698 �32．1 
いかのしせんふうやき �ぶたにく　いか �あぶら　さとう■　ごまあぶら �こんじん　たけのこ 

牛乳 �はるさめサラダ �みそ　とうふ �はるさめ　ラーゆ　でんぷん �キャベツ　きゅうり　にら �861 �39，2 

26 �木 �ツイストパン �工ルチンスープくさゅうしょくふう） �ぎゅうにゆう �ツイストパン �たまねぎ　にんじん �702 �31．7 
とりにくのパンこやき �ベーコン　スキムミルク �じゃがいも　こむきこ　あぶら �セロリー　グリンピース 

牛乳 �コーンサラダ・たまねぎドレッシング �なまクリーム　とりにく �バター　マヨネーズ（エッグフリー） �にんにく　キャベツ　コーン �937 �40．6 

（中250cc） �ひとくらチーズ �チーズ �パンこ　ドレッシング 

27 3．0 31 �金 月 火 �むきこはん �てつくりカレー �ぎゅうにゆう �むきご鯵ん �こんに＜　しょうが �755 �27．5 
だいずとこざかなのあげに �ぶたにく　チーズ �あぶら　じゃがいも　こむぎこ �たまねぎ　にんじん　オニオンソテー 

牛乳 �ミニトマト（小②中②） �ヨーグルト　かたくらいわし �バター　＜ろざとう　ココア �トマトかん　すりおろしりんご �935 �33．6 
だいず �でんぷん　さとう　ごま �ミニトマト 

こはん �とりにくとたまごのにもの �ぎわうにゅう �⊂鯵ん �たまねぎ　にんじん �694 �29．1 

あじフライ・ソース �とりにく　たまご �あぶら　じゃがいも　さとう �こまつな　きゅうり　もやし 

牛乳 �もやしのサラダ �あじフライ �ごまあぶら �コーン　えだまめ �874 620 �35．6 26．3 

ホットちゅうかめん �みそラーメン �ぎゅうにゅう �ホットらゆうかめん �にんにく　しょうが　＿ 

こえびのからあげ �ぶたにく　みそ �あぶら　＜ろざとう �こんじん　もやし　コーン 

牛乳 �かいそうサラダ・八やンⅣカやイレクシンク○ �こえびのからあけ かいそう �ドレッシング　ごま �ねぎにら キャベツきゅうり �785 �32．4 

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。※太字の食品は、川島町産の

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

★中学生のみ12・26日は、牛乳が250mlになります。

★食材の使用予定産地・給食の写真をホームページに掲載しています。
ホームページアドレス　http：／／www．towh．kawajima．saitama．jp／

今月の平均栄養摂取量 �郎8 �25．8 
857 �32．8 

学校給食摂取基準 �640 �24 （18－32） 
820■二 �30 （25－40） 


