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①毎日輯ごはんを �②183嵐浅さな �◎聞如疇確を決めて魚ぺ、 �＠3つのクループの良品 �㊨食べられることに 
食べた　　ふ �いで食べた lJ′′ �食べすぎなかった �をバランスよく食べた �帝劇できた 

、lバ ‾′ヽ′ヽ′ ∧入れ ‾M′‾ ′l � � �露言 争で妻 �腰 
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＠よくかんで食べる �⑦ながら食べをしな �＠増分、崩、甥分の乳囁 �㊥きらいなものでも �⑳みんなで仲よく金 
よう心かけた �かった �号などは少しだけ食べた �がんばって食べた �べた 
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今月の目標
きゅうしょ＜について

いちねんかんを

ふりかえってみよう

かわ通有指恢脚つこう書ゆうしょ＜

川島町立学校給食センター

白 �曜 ��こんだてめい ��おもなしょ＜ひんめい ���えいようり皐う 
しゆしょ＜ 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 kGal �たんばく賞 　だ 

1 �木 ��パインパン �ベーコンのスープ �ぎゅうにゅう �パインパン �だいこん　たまねぎ　にんじん �小学生 �小学生 ヒレカツ・ソース �ベーコン　ヒレカツ �ぶら　オリー　オイル �はくさい　キャベツ �652 �27．1 
牛乳 �コールスロー ��さとう ��中学生 　829 �中学生 　33．3 

2 �金■ ��ちらしずし �すましじる �ぎゅうにゆう　なると　とうふ �す仇し �にんじん　ほししいたけ　えのきたけ �656 �27．3 （すめし） �こえびのからあげ �こえびのからあげ �あぶら　さとう・ �ねぎ　ごぼう 
牛乳 �ちらしずしのぐ ひなまつりゼリー �とりにくあぶらあげ ほだて �ひなまつりゼリー �かんぴょう　えだまめ �799 �33．1 

5 �月 ��こはん �わかめのみそしる �ぎゅうにゆう �ご鯵ん �にんじん　にんにく　たまねぎ �635 �24．8 ハンパー　の一　　　ソース �＼　　うふ �ぶら　　　う　こ　　ぶら �んこ　　こ　にや 
牛乳 �　　　l．＿ れんこんのきんぴら �ハンバーグ、 �ごま �えのきたけ �788 �30．3 

6 �火 ��じこなうどん �カレーなんばん（しる） �ぎゅうにゅう �じこなうどん �たまねぎ　にんじん　ねぎ �666 �26．1 ス　ッ　　ーン �ぶ－‾　　　ぶら－1 �ぶち　　　ぷ　　　　う �壷ゆう刃　もやし 
牛乳 �きゅうりともやしのちゅうかあえ �　LL ミックスピ－ンズ �ごまあぶらごま こめこのカレールウ ��829 �32．2 

7 �水． ��キャロットピラフ �ABCスープ �ぎゅうにゅう �キャロットピ弓7 �たまねぎ　にんじん �702 �22．7 レツの＼　●　　マ　ソース �ベーコン　　　レツ �ぷら　マ　ロ‾　　　う �キャベツ　トマト　コーン 
牛乳 �フランクとコーンのソテー いよかんゼリー �ぶたに＜　フランクフルト �いよかんゼリー ��852 �26．8 

8 �木 ��さきたまライス軒－ル �かわじまやさいとミートボールのスープ �ぎゅうにゅう �さきだまライスボール �にんじん　はくさい　ねぎ　たまねぎ �633 �22．8■ 
かわじまトマトのスパゲティーナポリタン �ミートボール　フランクフルト �l－　　　ル　　　う �1－■　　コーン　こ　に 

牛乳 �フルーツミックス ��スパゲティーナタデココ レモンゼリー �　ー エリンギピ－マントマト ももかんりんごかん �770 �27．0 

9 �金 ��ごほん �てづくりカレー �ぎゅうにゅう �ご鯵九・ �にんにく　しょうが　たまねぎ �689 �24．8 シーフードナ　ット　小2　3 �ぶたに＜　チー �じゃがいも　　ぶら　パター �にんじん　トマトかん　オニオンソテー 
牛乳 �いちご（小中③）■ �l＿＿ ヨ－グルトシ－フ－ドナゲット �こむぎこ　くろざとう　ココア �いちご �859 �30．9 

12 �月 ��こはん �じゃがいものみそしる �ぎゅうにゅう �こ捗ん �ねぎ　にんじん　たまねぎ �－　669 �30．6 じの　－　しょう �ぶら　げ‘計 �じゃがいも　　ぶら　でんぷん �りlLこいこん　コーン 
牛乳 �　　し．＿ きりぽしだいこんのシャキシャキそぼろ �あじのすだらしょうゆつけ ぶたにくとりにく �さとう �こまつな �‘818 �36．8 

13 �火 ��ホットちゅうかめん �しおうTメン（しる） �ぎゅうにゆう �ホットらゆうかめん　コッペパン �にんにく　しょうが　にんじん �648 �23二8 
‾lパン �ぶたにく　さなこ �こ　　ぶら　　　う　JSてら �コーン　　　し　　　　　ヤベツ 

牛乳 �」 はるさめサラダ ��ごま　はるさめ　ラーゆ �蜜●うり �807 �29．1 

14 �水 ��ごほん �はっぽうさい �ぎゅうにゆう �ご鯵ん �しょうが　にんにく �692 �30．3 ひじきぎょうざ（小　中3） �ぶたにく　うずらたまご �あぶら　でんぷん　さとう �たまねぎ　にんじん　たけのこ 
牛乳 �こんにゃくのごまあえ �えび　ひじききょうさ　いか　ほだて �ごま �キャベツ　きくらげ　こんにゃく �883 �37．6 

アロエヨーグルト �アロエヨーグルト ��もやし 

15 �木 ��ツイストパン �ホワイトシチュー �ぎゅうにゆう �ツイストパン �たまねぎ　にんじん �702 �23．9 ホ　フリッター �とりにく　スキムミルク �ぶら　じゃがいも　パター �キャベツ　きゅうり 
牛乳 �かいそうサラダ・パンパンジードレッシンク �　　、 なまクリ－ムかいそうミックス ホキフリッタ－ �こむぎこ　ドレッシング ��901 �30．9 

16 �金 ��こはん �ろくぜんに �ぎゅうにゅう �ご鯵ん �ごぼう　にんじん　ほししいた17 �659 �25．1 
一　この　　　　　Il �に　　こ、　うふ �じゃがい　　　　う　　ぶら �こんにや　　壷虻　l　コーン 

牛乳 �し＿し＿ 　（小②中③） ひじきとじゃこのサラダ �　し＿ うずらたまごひじき にくだんごちりめんじゃこ �でんぷん　こま　ごまあぶら �　　　　ヽ－ こまつな �902 �33．8 

19 �月 ��ごほん �とんじる �ぎゅうにゅう �ご鯵ん �こんじん　こんにゃく �682 �27．2 
－らのなんlん　t �ぶ一に　　　うふ �－ぶら　じゃがい �ねぎ　こまつな　ごぼう 

牛乳 �し＿ ごぼうのごまみそいため �　LL たらでんぷんつき �ごまあぶら　さとう　ごま ��846 �32．4 

20 �火 ��じこなうどん �わふうつけじる（しる） �ジョアブルーベリー �じこなうどん �だいこん　ほししいたけ �613 �27．3 え　のてんぷら �ぶたにく　　ぶらl �あぶら　さとう　ごま �こ　つな　　ヤペツ 
ジョアブルーベリー �キャベツのごまあえ ひとくらチーズ �し．．し＿ こんぶえびのてんぷら・ チ－ズ ��にんじん　きゅうり �744 �31．7 

22 �木 ��せきはん・ごましお �まるのかおりスープ �ぎゅうにゅう �せき鯵ん �等の鯵等‾たけのこ �626 �套4．7 うふハンパー �とりにく　とうふハンバーグ �う　で　ぶん　じゃがい �こ　じ　　　　　えこ 
牛乳 �カラフル∈ふきいも すだらゼリー ��すだちゼリー �コーン �752 �29．5 

15回 ���※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。※ホ字の食品は、川島町産の ����今月の平均栄義摂取量 �662 �25．9 
※毎月19日は食膏の日です。家庭でも「乱についてはなしてみませんか？　食材を使っています。 �����824 �・．31．7 

⊥1年間の食生活についてふりか昇ってみましょう～ �������学校給食摂取基準 �640 820 触診tただ■酬 V：－）石： ■ てあること 雪から、清 �24 （18～32） 30 （25－40）・ 闇か㈹尋 癖 諺 さ 導 き †多いよ豊 かさを呈 

由 �自分ガで書たことlヱ0 �（で舌だ）A（時々で書起）×くで書憩かつ定）の印をつけてみましょう。 ��輔憎冊的 ¢　　－ 

①毎 食 �日朝ごはんを②1日 べたふいで ヒl（′デ、、妄 ∧Ah M′‾～． ′l �3嵐浅さな◎聞如疇確を決めて魚ぺ、＠3つのクループの良品㊨食べられることに 食べた　　食べすぎなかった　をバランスよく食べた　帝劇できた ��lひ尊書つ 蔓弊履 　影うですが、ピ �lの蓮 には、おひな様と一緒にひな もちを飾りますね。ひなあら の色づかいにも意味があり、■ 。はないのです。 やひしもちは、ピンク、白、緑の3色を使 ンクは桃の花を表し、健康を祝い、白は 

垂表します。そして緑は春に若草を表します。この8色は雪が溶け、草花が　g

8目覚める春の喜びをあらわしています。　　　　　　　　　　尋

巨腸閉曲ぷ…机辺鵬山川…針勘脳脳用…融釦脚脳……漁船棚細

食材の使用予定産地について � 
★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．town．kaw坤ma．saitama・jp／ � 


