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IO月学校給食献立予定表
今月の目標

よくかんでのこさず
たペよう

かわじままちかっこうきゅうしょ＜

平成29年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川島町学校給食センター 

日 �躍 �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 �からだのらようしをととのえるもの �エネルギT 　kcal �たんばく質 　だ 

2 �月 �こはん 牛乳 �かきたまじる �ぎゅうにゅう　とうふ �ご鯵ん　でんぷん　あぶら �にんじん　ねぎ　こ蓼つ等 �672 846 �21．5 25．9 
コロッケ・ソース ごぼうのごまみそいため �たまご　コロッケ　計と �さとう　ごま �ごぼう 

3 �火 �じこなうどん 牛乳 �カレーなんばん（しる） �ぎゅうにゅう　あぶらあげ �じこなうどん　ごま　あぶら �たまねぎ　にんじん　きゅうり �637 787 �25．3 30．7 あまからだいず きゅうりともやしのちゅうかあえ �だいず　ぶたに＜ �でんぷん　さとう　ごまあぶら �もやし　ねぎ 

4 �水 �こはん 牛乳 �さといものそぼろに �ぎゅうにゆう　とりにく �ごほん　あぶら　さとう �しょうが　にんじん　たまねぎ �704 �27．8 さばのてりやき �さばのてりやき �でんぷん　おっきみゼリー �だいこん　えだまめ 　　　　　　　　　　　ヽ 
きりぽしだいこんのサラダ おっきみデザート ��さといも �きりぽしだいこん　もやし　こさつ等 �855 �33．4 

5 �木 �しょ＜ぽん 牛乳 �まくさいのクリームスープ �ぎゅうにゆう　ベーコン �しょ＜ぽん　あぶら　パター �たまねぎ　にんじん　はくさい �609 �22．6 オムレツのチーズやき �スキムミルク　チーズ �いちごジャム　こむきこ �キャベツ　コーン 
カラフルサラダ・パンパンジードレッシング いちごジャム �オムレツ　なまクリーム �ドレッシング ��788 �28．8 

6 �金 �こはん 牛乳1 �あさりのみそしる �ぎゅうにゅう　とうふ �ご鯵九・あぶら　じゃがいも �ごぼう　にんじん　ねぎ　もやし �639 788 �24．7 29．7 しろみざかなのなんばんつけ ごまびたし・あおじそドレッシング �みぞ　あさり　たら �さとうごまあぶらごま ドレッシング �こ手つ等 

10 �火 �ホットらゆうかめん 　牛乳 �しょうゆラーメン（しる） �ぎゅうにゅう　ぶたにく �ホットちゅうかめん　あぶら �にんにく　たけのこ　コーン　ねぎ �648 �29．2 
こくだんこのあまずあん（小②中③） �にくだんご �さとう　でんぷん　ラーゆ �まくさい　にんじん　こ夢つ喀 
ナムル ��ごまあぶら �もやし �820 �37．1 

11 �水 �ごほん 牛乳 �こくじゃが �ぎゅうにゆう　ぶたにく �ご蜂ん　あぶら　じゃがいも �こんじん　たまねぎ　たけのこ �692 �27．9 とりにくのからあげ �とりにく　ひじき �さとう　でんぷん �まししいたけ　えだまめ　しょうが 
ひじきとじゃこのサラダ �ちりめんじゃこ �こま　ごまあぶら �にんにく壱●うりこ手つ等コーン しらたき �859 �34．0 

12 �木 �コッペパン �むさしのシチュー �ぎゅうにゆう　とりにく �コッペパン　あぶら　さつまいも �たまねぎ　にんじん　キャベツ �667 �26．0 スライス �チリドック �なまクリーム　ウインナー �バター　ドレッシング �彗ゆうり 
牛乳 �コールスロー・フレンチドレッシング �ぶたに＜　スキムミルク �こむきこ　さとう． ��815 �30．2 

13 �金 �こはん 牛乳 �かぶのスープ �ぎゅうにゅう　あぶらあげ �ご惨ん　あぶら　さとう �こんじん　たまねぎ　かぶ �687 �32．5 さけのもみじゃき �とうふ　さけ　ぶたに＜ �マヨネーズ（エッグフリー） �まししいたけ　きりぽしだいこん 
きりぽしだいこんのいりに ���えだまめ �844 �39．5 

16 �月 �こはん 牛乳 �なめこじる �ぎゅうにゅう　ひじき �ご鯵ん　さとう　あぶら �だいこん　なめこ　ねぎ　にんじん �585 714 �27．5 33．1 ほつけのいちやぽし ぶたにくとひじきのいためもの �とうふあぶらあげ計と ほつけのいちやほしぶたに＜ ��たまねぎ 

17 �火 �じこなうどん 牛乳 �さんさいうどん（しる） �ぎゅうにゅう　ぶたに＜ �じこなうどん　あぶら、ごま �しめじ　さんさい　ほししいたけ �663 �23．2 キャラメルポテト �あぶらあげ　あおのり �さつまいも　さんおんとう　パター �ねぎ　きゅうり　にんじん 
きゅうりのごまあえ あおのりこざかな �かたくらいわし �アーモンド　さとう ��814 �27．5 

18 �水 �ごほん 牛乳 �マーボーどうふ �ぎゅうにゅう　ぶたにく �ご惨ん　ごま　あぶら　さとう �しょうが　にんにく　にんじん �687 �27．4 ひじきぎょうざ（小②中＠） �計蟹とうふひじきぎょうざ 　　Y �でんぷん　ドレッシング �たけのこ　ねぎ　にら　キャベツ 
さくさくサラダ・ちゅうかドレッシング ��さとう �きゅうり　れんこん �861 �34．3 

19 �木 �こともパン �キャロットポタージュ �ぎゅうにゅう　ベーコン �こともパン　あぶら　パター �たまねぎ　にんじん　コーン �703 �24．1 スライス �しろみざかなのフライ・ソース �なまクリーム　たらフライ �こむきこ　オリーブオイル �キャベツ 
牛乳 �シャキシャキキャベツ スライスチ⊥ズ �チーズ ���887 �29．1 

20 �金 �こはん �あきやさいカレー �ぎゅうにゅう　ぶたにく �ご鯵んあぶら、さつまいも �こんに＜　しょうが　たまねぎ �685 �21．5 いかフリッター（小①中②） �チーズ　ヨーグルト �パター　こむきこ　くろざとう �こんじん　だいこん　しめじ 
．牛乳 �コーンサラダ・たまねきドレッシング �いかフリッター �ドレッシング　ココア �トマトかんオニオンソテー すりおろしりんごキャベツコーン �873 �27．4 

23 �月 �こはん 牛乳 �とんじる �ぎゅうにゅう　ぶたに＜ �ご鯵ん　あぶら　さとう �ごぼう　にんじん　じゃがいも �703 866 �24．9 30．1 さんまのかばやき みかん �とうふみと さんまでんぷんつき ��ねぎ　こんにゃく　みかん 

24 �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　ぶたに＜ �ホットちゅうかめん　あぶら �こんに＜　しょうが　にら　ねぎ �690 859 �28．3 35．3 
しゆうまい（小②中③） こまつなともやしのいためもの かわペえゼリー �み著　しゅうまい　とりにく �くろざとうこまごまあぶら いちごゼリー �にんじん　コーン　もやし　こ謬つ等 

25 �水 �ちゃめし 牛乳 �ここみおでん �ぎゅうにゅう　こんぶ �らや助しさといも　ごま �こんじん　だいこん　キャベツ �702 843 �2串．2 32．8 
ごまつくね（小②中②） キャベツのごまあえ �ちくわみぞ とびうおボールごまつくね うずらたまご �さとう　あぶら �きゅうり　コーン　こんにゃく 

26 �木 �ツイストパン �まくさいとえびボールのスープ �ぎゅうにゅう　えびボール �ツイストパン　あぶら �こんじん　コーン　はくさい �623 �24．0 
スパゲティーナポリタン �フランクフルト　ヨーグルト �オリーブオイル　スパゲティー �こ手つ辱　にんにく　たまねぎ 

牛乳 �フルーツヨーグルトあえ ひとくらチーズ（申のみ） �チーズ �ナタデココ　さとう �ピーマントマトかん パインかんももかん �847 �32．1 

27金 30月 31火 21回 食材の ��ごほん 牛乳 �ハッシュドポーク �ぎゅうにゅう　ぶたにく �ご捗ん　あぶら　グラニューとう �こんに＜　たまねぎ　にんじん �690 846 606 750 700 853 �25．1 30．4 26．6 32．5 24．0 29．5 チンゲンサイとコーンのソテー �ベーコンだいず ぎゅうにゅうぶたに＜ �バターこむぎこココア じごなうどんあぶらさとう �もやし　コーン　こ蓼つ等 
りんご ���りん」 

じこなうどん 牛乳 チキンライス 牛乳 �にくじるうどん（しる） ���にんじん　ねぎ　もやし 
こえびのからあげ こんにゃくのごまあえ ABCスープ �あぶらあげこんぶ こえびのからあげ ぎゅうにゆうフランクフルト �ごま チキンライスあぶら �こんにゃく たまねぎにんじんキャベツ 

ハンバーグのデミソースかけ えだまめとコーンのサラダ ハロウインデザート �ハンバーグだいず す。ご了承下さい。 �マカロニさとう かぼらやムース �こ蓼つ等エリンギえだまめコーン 今月の平均栄養摂取量 学校給食摂取基準 

※材料などの都合で献立が変更になる場合がありま ���※太字の食品は、川島町産の ��667 �25．9 

※毎月19日は食青の日です。家庭でも「乳について話してみませんか？食材を使っています。 用予定産地について �����830 640 820 �31．7 24 ．＿日月二等助． 30 （25～40） 


