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還3。簑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　馳せ　等稽詣抗軍鋸釜もンター 

日 �確 �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 �からだのちょうしをととのえるものエ慧－たんばく賞 　　　　　　　　　　　t 

1 �金 �．こはん 牛乳． �すましじる �雷ゆうにゆう　こうふ �亡鯵ん　あぶら　さとう �こんじん　えのきたけ　ねぎ　　小字生　小学生 ごまつくねのみそだれかけ（小②中③） �こまつくね　みそ　とりにく ��こまつな　ほししいたけ　こんにゃく　　　640　　27．7 
たけのこととりにくのうまに �とびうおボール ��たけのこえだまめ　　　中学生　中学生 　　　　　　　　　806　34．6 

4 �月 �こはん 牛乳 �みそしる �きゆうにゆう　とうふ �ご鯵ん．あぶら　さとう �にんじん　たまね雷　にんにく‾ さばのすだちしょうゆやき きりほしだいこんの仙－きんぴら �あぶらあけ1秒とわかめ さばのすだらしょうゆつけ ぶたに＜■ �ごまあぶら■ �きりぽしだいこんこんにゃく　658　26．3 　　　　　　798■　31．4 

5 �火 �ホットちゅうかめん 　牛乳 �サンラータン（しる） �ぎゆうにゅう　ぶたにく �ホツ＿卜らゆうかめん　あぶら �しょうが　にんにく　にんじん こえびのからあけ �とうふ◆ぇぴのからあけ・ �でんぷん　ラーゆ　こまあぶら �たけのこ　えの書たけ　ほししいたけ　　的5　　27．5 
はるさめサラダ． ��りんこゼリー　はるさめ　さとう �もやし　キャベツ　己●うり 
ミニゼリー（小の中（語） ���796　　　33．5 

6 �水 �こはん 牛乳‾ �かきだまじる �さゆうにゅう　とうふ �ご鯵ん　でんぷん �にんじん　ねぎ　こまつな いわしのうめに �たまご　いわし　こんぶ �ドレッシング　さんおんとう �しょうが　レモンじる　うめぼし　　622　　27．4 
キャベツとまめのサラダ・こまドレッシング �だいず ��えだまめ－キャベツコーン 　　　　　　　　　76130．8 

■7 �木 �ツイストパン 牛乳 （中250∝】） �オニオンスープ �ぎゆうにゅう　とりにく �ツイストパン　あぶら　ごまあぶら �たまねぎ　にんじん　オニオンソテー レバーのバーベキューソース・ カラフルこふきいも ひとくちチーズ（中のみ） �ぶたレバー　チーズ �じゃかいも＿さとう �パセリき●う叫コーン　598　24・5 　　　　　843　34．6 

8 �金 �わかlめこはん r牛乳 �じゃがいものなんばんに �ぎゆうにゅう　とりIこく �わかめご鯵ん　あぶら　さとう �こぼう　にんじん　こんにゃく あまからだいず きゅうりのサラダ・たまねぎドレッシング �だいず �じゃがいもでんぷん ドレッシング �えだまめ壱●う刃キャベツ　650　24．3 　　　　　79129．1 

11 �貞 �こはん 牛乳 �らゆうかスープ �ぎゆうにゆう　とりにく �ご鯵ん　あぶら　でんぷん・ �こんじん　キャベツ　もやし しゅうまい（小②申③） �うずらたまご　わかめ �さとう　はるさめ－ �こんに＜　しょうが　　　　　　　　郎3　　27．8 
チンジャオロース �しゆうまい　ぶたに＜ ��たけのこほししいたけピーマン 　　　　　　　　　828　34．3 

12 �火 �じこなうどん 牛乳 �なすのかけじる（しる） �ぎゆうにゅう　ぶたにく �じこなうどん　あぶら　さとう �なす　ほししいたけ　ねぎ ささかまのパセリあけ �あぶらあけ　ささかまぼこ �こむぎこ　こま　アーモンド �こまつな　パセリ　こんにゃく　　　　＄24　　27．2 
こんにゃくのごまあえ �かた＜ちいわし ��もやし　にんじん 
ア」モンドこざかな（中のみ） ���809　　　36．8 

13 �水 �こはん 牛乳 �はっぽうさい �ぎゆうにゅう　ぶたに＜ �ご鯵ん　あぶら　でんぷん �しょうが　にんにく　にんじん にくだんこのあまずあん（小②中③） �いか　うずらたまこ∵ �さとう　ごまあぶら　ラーゆ �たまねぎ　たけのこ　きくらげ　　　即6　　27・0 
ナムル �にくだんこ ��キャベツチンケンサイこまつな だいずもやし　　　　　852　34．3 

14 �木 �バターロール 牛乳 �キャロットポタージュ �ぎゆうにゅう　ベーコン �パターロール　あぶら　じゃがいも �たまねぎ　にんじん　コ一．ン アメリカンドッグ・ケチャップ こまつなとコーンのソテー �なまクリーム　フランクフルト �パター　こむぎこ �もやしこまつな　　　668　21．5 　　　　　892　27．6 

15 �金 �むぎこl芯ん 牛乳 �てつくりカレー �ぎゆうにゅう　ぶたに＜ �むぎこ鯵ん　あぶら　バター �にんにくr　しょうが■　たまねぎ シーフードナゲ少ト（小①中②） �チーズ　ヨーグルト �こむぎこ　くろざとう　ごま �トマトかん　オニオンソテー　　　　　685　　24．0 
さくさくサラダりてンバンジードレッシング �シーフードナゲット �ドレッシング・じゃがいも ココア �りんこえだまめ空●うり キャベツれんこんにんじん　854　30．7 

18 �月 �こぽん 牛乳 �かぶのスープ■ �ぎゆうにゅう　とりにく �ご鯵ん　あぶら　さとう �にんじん　かぷ　ねぎ あじのゆずみそやき ぶたにくとひじきのいためもの． �あじのゆずみそつけ ぶたに＜ひじき あぶらあけ ��た審ねぎ　　　　600　29．9 　　　　　　725　36．2 

19 �火 �じこなうどん 牛乳 �すったてふうつけじる（しる） �ぎゅうに‾ゆう　みと �じこなうどん　さとう　あぶら �た審ねぎ　毒●うり　しそ えだまめフリッター（小①中②）． ミニトマト（小②中②） ヨーグルト �ヨーグルト �ごま　えだまめフリッター �ミニトマト　　　　678　25．1 　　　　　　856　31．2 

20 �水 �こはん 牛丸 �こくじゃが �ぎゆうにゅう　ぶたに＜ �ご鯵ん　あぶら　さとう �にんじん　た審ねぎ　ほししいたけ とりにくのからあげ �とりにく �でんぷん　ドしヤシンヴ �しらたき　えだまめ　しょうが　　　朋0　　26．1 
ごぼうのサラダ・かわじまごまドレッシング ��じゃがいも �己●うりキャベツごぼう たけのこ＿にんにく　　・833　31．4 

21 �木 �こともパンスライス 牛乳 （申250（氾） �こめこのパンプキンポタージュ �ぎゆうにゅう　とりにく �こともパンスライス　あぶら �にんじん　だ審ねぎ　かぼちゃ ハンバーグのトマトソTスかけ �スキムミルク　ハンバーグ �こ仇こ　さとう・バター �パセリトマトキャベツ　■616　26．0 　　　　　　888＿38．5・ 
シャキシャキキャベツ スライスチーズ（申のみ） �チーズ �オリーフオイル 

22 �金 �こぽん‘ 牛乳 �とうふのろゅうかに �ぎゆうにゅう　ぶたに＜ �ご鯵ん　あぶら　さとう �しょうが　にんにく　た審ねぎ いかのしょうがやき れいとうみか～ �なると　とうふ　いか �ごまあぶら　でんぷん �こまつをみかんにんじん1656　29．6 　　　　　793　35．9 

25 �月 �こ二はん． 牛乳 � �ぎゆうにゅうみと ちりめんじゃこひじき とうふかつおぶし �ご鯵んあぶらじゃがいも ごまコロッケさんおんとう �こぼうにんじんねぎ こまつな　　　65922．2 　　　　83128．9 

こまみそしる コロッケ・ソース ひじきの＿しっとりふりかけ 

26 �火 �ホットちゆうかめん 　牛乳 �しょうゆラーメン（しる） �ぎゆうにゅう　ぶたに＜ �ホットちゆうかめん　あぶら �にんにく■たけのこ　コーン やきぎょうざ（小②中③） �ぎょうざ �ごま　さとう　こまあぶら �もやし　ねぎ　こまつな　　　　　　605　　26．3 
きゅうりとキヤベ少のちゅうかあえ ���壷●う刃キャベツ 　　　　　　　　　759　32．7 

27 28 29 2 戸 �水 木 金 回 材 �⊂はん ′牛乳′ �じゃがもちスーフ �ぎゆうにゅう　ぶたにく �こ鯵ん　あぶら坤じゃがいももち �ごぼう　にんじん　ねぎ　こまつな こもらししゃもフライ（小①中◎）・ソース �あぶらあけ　こんぶ �さとう　でんぷん　ごまあぶら �にんにく書りぽしだいこんにら　658　23．1 　　　　　845　29．5 
■きりぽしだいこんのスタミナとんのぐ �こもらししゃもフライ �ごま 

くろパン 牛乳 チキンライス �7ドルシチ �ぎゆうにゅう　ぶたに＜ �＜ろパン　あぶら　じゃがいも �にんにく■・正夢ねぎ　にんじん 
ピロシキ �なまクリーム �パター　さとう　ピロシキ �キャベツ　セ○リー　壷●うり　　　　731　　2一．5 
ピクルスふうサラダ ��・ロシアンティームース �トマトかん 
シアンティー　ー �ぎゅうにゅう　フランクフルト �暮　－ �朗2　　　25．6 

ABCスープ ��ご鯵んあぶらマカロニ ※乗手の食品lよ川島町産の �た蓼ねぎ　にんじん　キャベツ　■ 
（こはん） �オムレツのチーズやき �オムレツチーズとりにく ります。こ了承下さい。 ��こまつな∵にんにく　工リンギ　　　670　　24．6 
牛乳■ ※材料などの都 �チキンライスのぐ 合で献立が変更になる場合があ ���ピーマン 　　　83630．6 今月の平均栄養摂取量＿…慧一莞… 

※毎月1・9日は食青の白です。家庭でも「食」につ ��い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』へ■ 使用予定量地・給食の写真をホームページに穐義しています． 　　ホームページアドレスhttp：／／冊．tOWmkaw扇面乱＄al旭m ���ajp／ �　　　　　24 学校給食摂取基準、一一640（篭32） 　　　820（25－40） 


