
食献立 今月の目標

平成28年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他称1‘8　　771誉許撃饉語套センター 

日 �昭 �こんだてめい ��おもなしよくひんめい　　　　　　　　　えいようりょう 
しゆしょ＜ のみもの �おか＿ず1 �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誓悪－たんばく賞 　　　　　　　　　　　g 

1 �水 �琶コぎこはん 牛乳 �すましじる �さゆうにゆうとうふ �むきこ鯵ん　あぶら　さとう �えのきたけ　にんじん　こまつな　小字生　小字生 たけのこととりにくのうまに �なると　とりにく・ ��ねぎ　こんにゃく　たけのこ　　　　　626　　24・4 
ごまつくね（小1～小3①小4～中②） �しろごまつくね ・ノ ��さやえんどうほししいたけ　中学生　中学生 　　　　　　　　　806　31．7 

2 �木 �くうパン 牛乳 �オニオンスープ �さゆうにゆう �くろパン　こまあぶら �にんじん　たまねぎ・パセリ 
レバーのバーベキューソース �とりにく　ぶたレバーたった �さとう　スパゲティ」 �き●うり　キャペty　コーン　　　　　616　　24・3 

スパゲティサラダ・マヨネーズ �チーズ �あぶら　マヨネーズ∵ �オニオンソテー 
（中250∝】） �キャンディーチーズ（小②中（認） ���841　　　32．7 

3 �金 �こはん �キムチスープ �ぎゅうにゅう �ご鯵ん　あぶら　ごまあJSてら �にんにく　チンケンサイ 
・（ベトナムふうチ七一ハン） �コムチェンのく �ぶたにく　えび　たまご ��ほししいたけ　キャベツ　　　　　　　723　　　27．4 

牛乳． �しゆうまい（小②中③） �とうふ　しゆうまい ��ねぎ　はくさいキムチ 
さくらんぼヨーグルト �みと　ヨーグルト　ー ��902　　　33．7 

6 �月 �こはん 牛乳 �ろくぜんに �きめうにゅう �ご鯵ん　あぶら　じゃnlいも �こほう　にんじん　ほししいたけ 
とりにくのマヨこまやき �こおりとうふ＿　うずらたまご �さとう　マヨネーズ（エッグフリー） �こんにゃく　　にんにく　しょうが　　　693　　　28．3 

きりぽしとぶたにくのカレーきんぴら �とりにく　ぶたに＜ �こま　ごまあJSてら �ねぎきりほしだいこん たけのこ　　　　　　872　34，4 

7 �火 �じこ琴うどん 牛乳 �なすのかけじる �ぎゅうにゅう �じこなうどん �なす　ねぎ■　ほししいたけ 
ココアあけばん �ぶたにく，あぶらあけ �あぶら　さとう　コッペパン �ごぼう　にんじん　己●うり　　　　　674　　　23．3 

ごぼうサラダ �みそ �ココアごまさんおんとう ごまあぶら �こまつなコーン 　　　　　　　　865　29．1 

8 �水 �こはん 牛乳 �ごまみそしる �ぎゆうにゅう �ご鯵ん �にんじん・ねぎ　こぼう 
とうふハンバーグ �とうふ　とうふハンバーグ �じゃ押いも　ごま　さとう �こまつなこんにゃくた審ねぎ　656　25．0 　　　　　823　30．1 

とりにくとひじきのいためもの �とりにくひじき みと �でんぷん　あぶら 

9 �木 �さきだまライスボール �ふわふわスープ �さゆうにゅう �さきだまライスボール �にんじん　た審お吉　コーン 
牛乳 �そl �ベーコン　チー　　た　こ �ぶら　じゃ　l　パンこ �キャベツ　パインかん　みかんかん　　　6P3　　　23．8 フルーツミックス �ぶたに＜ �むしろゅうかめん　ナタデココ �りんごかん　レモンかじゆう 

（中250cc） ���グラニューとう． �842　　　32．8 

10 �金 �こはん 牛乳 �てつくりカレー �ぎゅうにゅう �ご鯵ん �にんにく　しょうが　だ書ねぎ あまからだいず �ぶたに＜　チーズ �あぶら　じゃがいも　こむきこ �にんじん　トマトかん　オニオンソテー　　　712　　　24．0 

カラフルサラダ・ハ●ン八°ンシ●イレツシソグ �ヨーグルト　だいず �バターくらさとうドレッシング ココアでんぷんさとう �すりおろしりんごキャベツ 己●うり　　　　　　　905　29．3 

13■ �月 �こはん 牛乳‾ �じゃ力†いものなんばんに �ぎゆうにゅう �こ惇ん　あぶら　じゃがいも �ごぼう　にんじん　こんにゃく めぼるのさいきょうみそやき �とりにく　めばる �さとう　でんぷん �えだまめ　た蓼ねぎ　きりぽしだいこん　　　680　　　30．5 

きりぽしだいこんのシャキシャキそぼろ �ぶたに＜ ��コーンこまつな 　　　　　　　　　858　37．3 

14 �火 �ホットちゅうかめん 　牛乳 �サンラータン �ぎゆうにゆう �ホットらゆうかめん　あぶら �しょうが　にんにく‾　にんじん ししゃもフリッター（小①中②） �ぶたにく　とうふ �でんぷん　ラーゆ　さとう �たけのこ　ほししいたけ　　　　　　　602　　26．6 

きゅうりともやしのらゆうかあえ �ししゃもフリッター �ごまあぶら　ごま �もやし空中うり 　　　　　　　　　794　35．3 

15 �水 �こはん 牛乳 �みそしる �ぎゆうにゅう　ひじき �ご鯵ん �こんじん　ねぎ 
メンテカツ・ソ「ス ひじきとこまつなのてつくりふりかけ �わかめとうふかつおぶし メンチカツちりめんじゃこ みぞ �あぶら　ごま　さんおんとう �こまつなrえのき　　　627　24．1 　　　　　　800　29．6 

16 �木 �ピタパン 牛乳・ �やさいとまめのスープ �ぎゆうにゅう �ピタパン　あぶら　さとう �こんじん　だ蓼ねぎ　セロリー スラッピージョー �フランクフルト �じゃがいも　こめこ �トマトかん　チンゲンサイ　　　　　　585　123．8 

シャキシャキキャベツ �ぶたに＜　ミックスピーンズ �オリ⊥フォイル． �キャベツ　すりおろしようなしゼリー 
ミニゼリー（小中②） �だいず ��711　　　29．2 

17 �金 �こはん 牛乳 �まっぽうさい �さゆうにゅう �亡はん �しょうが　にんにく　だ書ねぎ よるまき �ぶたにく　うずらたまご �あぶら　でんぷん　ごまあぶら �こんじん．たけのこ　きくらげ　　．6引　　23．5 
ナム1レ �いか　　はるまき　＿ �ラーゆ　さとう �ギヤベッチンゲンサイだいずもやし こまつな　　　　　　765　26．8 

字0 �月 �こはん 牛乳・ �わかめスープ �さゆうにゆう �ご鯵ん �た審お吉　にんじん　ねぎ 
去るさめのびりからいため �とうふ　とりに．＜ �あぶら　ごま �にらにんにくしょうが　　615　■20．5 　　　　　　79125．7 
こくだんこのあまずあんかけ �なると　わかめ　にくだんこ �さとう　でんぷん　ごまあぶら 

（小1～2①小3～6②中③） �ぶたに＜ �よるさめ 

21 �火 �じこなうどん 牛乳 �すったてふうつけじる �ぎゅうにゅう �じこなうどん �庶事ねぎ　己●うり　しそ こえびのからあげ �えびのからあけ �あぶら　ごま　さとう �ミニトマト．　　　　　　　　　　　619　　25t5 

ミニトマト（小中②） �みと ��フルーツミックスゼリー 
フルーツミックスゼリー（中） ���829　　　31．6 

22 �水 �こはん 牛乳 �マーボーどうふ �ぎゅうにゅう �ご惨ん �しょうが．にんにく　ねぎ 
いかのスタミナやき �ぶたにく　とうふ �あぶら　ごま■あぶら　さとう �こんじん　たけのこ　にら　　　　　　673　　・30．5 

れいとうみかん �いか みと �でんぷん �た蓼ねぎれいとうみかん 　　　　　　　　　840　35．9 

23 �木 �こともパンー �キャロットスープ �きゅうにゅう �こともパン　rあぶら　こ助こ �こんじん　たまねぎ　コーン スライス 牛乳 �オムレツのデミクラスソ「スかけ カラフルこふきいも �パターなまクリーム オムレツだいずチーズ �さとう　じゃがいも �己●うりパセリ・エリンギ　650　～5．6 　　　　　876■33．3 

（中250cc）・ �スライスチーズ �ベーコン　スキムミルク � 

24金 27－月 28火 29水 30木 22国 中 ��こはん 牛乳 こはん 牛乳 ホットらゆうかめん ■牛乳 わかめこはん 牛乳 ツイストパン 牛乳 ※材料などの都 �かきだまじる �ぎゆうにゅう �ご惨ん �こんじん　ねぎ　こまつな いわしのうめに �とうふ　たまご　まいわし �でんぷん　ドレッシング �しょうが　うめぼし　えだまめ　　　　642　　32．2 

きゅうりとおまめのサラダ �こんぶだいず ぎゆうにゅう �さんおんとう ご鯵ん �レモンかじゆう　藍●うり　コーン 
・かわじまごまドレッシング ���キャベツ　　　　　　　　　　　　　　　　794　　　36．2 

まるさめとにくだんこのスープ ���こんじん　キャベツ 
とりにくのさっぱりあげ �にくだんこ　とりに＜ �よるさめr　でんぷん　あぶら �チンゲンサイ　ねぎ　しょうが　　　610　　20．5 

さくさくサラタ・たまねぎドレッシング みそラーメン ��さんおんとう■　ごま �空中うり　れんこん 

ぎゆうにゅう �ツシン �776　　　250 ホットらゆうかめん　あぶら �こんにく　しょう力し　もやし 
ひじきぎょうざ（小1～2①小3～中②） �ぶたに＜　ひじきぎょうざ �＜ろさとう　ドレッシング �コーン　ねぎ　にんじん　　　　　　　631　　24．4 

かいそうサラダ・、ら、ゆうかドレッシング �かいそう　みそ �ごま �こら　ヰヤベツ　■己●うり 

カレーパリッシュ（中）・ �いわし（中） �カシューナッツ（中） �804　　　30．8 
こくじゃが �ぎゆうにゅう �わかめご惨ん． �こんじん　たけのこ　た審ねぎ 
あじのしおこうじやき �ぶたに＜　あじ　＿ �あぶら　Uもかいも　さとう �ほししいたけ　えだまめ　しらたき　　　637　　　28．5 

もやしときゅうりのこまぴたし ��ごまドレッシング ツイストパン �もやし　己●うり 
・あおじそドレッシング �ぎゆうにゅう ��779　　　　34．3 

ホワイトシチュー ���た審おぎーにんじん　キャベツ 
てつくりアメリカンドッグ �とりにく　なまクリーム �じゃがいも　あぶら　こむきこ �コーン　　　　　726　24．0 　　　　　　945　30．1 

‾・ケチャップ �フランクフルト �オリーブオイル　さとう 

コールスロー �スキムミルク �パター 

合で献立が変更になる場合があります。こ了承下さいふ　※嚢字の食品は、川島町産の ���今月の平均栄養摂取量　一一・・思卜豊 
※毎月19日は食青の日です。家庭でも「食」につし ��1てはなしてみませんか。　　食材を使っています。 

6．月は・．～『食育月間』『彩の国ふるさと学校給食月間』～ 使用予定産地・給食の写真をホームページ，．＝讐上三豊ドレスhtt。‥／／www．t。W。．kawajima．saitama．j。／l ����　　　　24 学校給食摂取基準…・竺一一一彗と 　　　820く25～40） 


