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平成30年患　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川島町学校給食センター 

日 �曜 �・こんだてめい ��おもなしょくひんめい ���えいようりょう 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 k¢a！ �たんばく質 　▲ 

1 �月 �こはん �とんじる �ぎゅうにゅう　ぶたに＜ �ご鯵ん　あぶら　じゃがいも �ごぼう　にんじん　こんにゃく �小学生 �小学生 さけのも　じ �とうふ　みモ �さとう　こ �ねぎ　こ手つぢ �648 �27．3 
牛乳 �ごぼうのこまみそいため �さけ �マヨネーズ（エッグフリー） ��中学生 795 �中学生 33．5 

2 �火 �じこなうどん �カレーなんばん（しる） �ぎゅうにゅう　ふたに＜ �じこなうどん　あぶら �たまねぎ－　にんじん　ねぎ �645 �21．6 
一い　斤　い　　川2　3 �あぶらあげ �ぶ　　　つ　い　　　　う �きゅうり　もやし・ 

牛乳． �し■■ きゅうりともやしのちゅうかあえ ��さんおんとう＜ろごま こまあぶらこめこのカレ⊥ルウ ��809 �26．2 

3 �水 �こはん �けんらんじる �ぎゅうにゅう　あぶらあげ �ご鯵ん　あぶら　じゃがいも �ごぼう　にんじん　こんにゃく �667 �26．4 
‾　の �うふ �‾　　ぶら　　　う　■　ぶ �ねぎ　きゅうり　コーン 

牛乳 �　し ごぼうサラダ りんごヨ－クルト �　　　L＿ みそりんごヨ－タルト �し こまさんおんとう ��795 �31．4 

4 �木 �はちみつパン �ベーコンのスープ �ぎゅうにゅう　ベーコン �はちみつパン　あぶら �こんじん　たまねぎ　コーン �631 �22．3 
ll　やコロツ・・リース �チーズ �1■－　　イル　　　う �キャベツ　チンゲンサイ 

牛乳 �コールスロー ひとくちチーズ（中のみ） ��かぼちゃコロッケ ��893 �30．9 

5 �金 �こはん �とうふのこも＜いため �ぎゅうにゅう　ぶたに＜ �こ鯵ん　あぶら　でんぷん �しょうが　にんにく　にんじん �626 �23．9 
ーヨ一八 �とうふ　フーヨーハイ �こまあぶら　さとう　ラーゆ �い一1　－1のこ 

牛乳 �きりぽしだいこんのナムル ���　も＿　－ チンゲンサイきりぽしだいこん もやしこまつな �760 �28．8 

9 �火 �ホットちわうかめん �こも＜あんかけラーメン（しる） パス川2　‾ら �ぎゅうにゅうぶたにく 羞　＼ �ホットらゆうかめん　あぶら 　つ■〇　一一　・一■、 �しょうがにんにくにんじん たまねぎほしいたけもやし �650 �33．9 
牛乳 �オ（」②中萱） きゅうりとキャベツのうゆうかあえ �よるといカ バオス �でんぴん」まあJ515 さとうごま 　　　● �L　　L　L はくさいきゅうりキャベツ �777 �鱒・8 

10 �水 �こはん �にくじゃが �ぎゅうにゅう　ぶたに＜ �ご鯵ん　あぶら　じゃがいも �こんじん　たまねぎ．たけのこ �610 ‾738 �27，7 33．1 
牛乳 �い＼の　よっ† �いか �さとつ　しま �いこI　　bこ　　スこ こんにゃくのこまあえ ���しょうが　こんにゃく　もやし 

11 �木 �コッペパンスライス 　牛乳 �はくさいのクリームスープ �ぎゅうにゆう　ベーコン �コッペパン　あぶら　バター �たまねぎ　にんじん　はくさい �640 �25．3 チリドック �チーズ　スキムミルク �こめこ　マカロニ　さとう �キャベツ 
シャキシャキキャベツ �なまクリームぶたにく、 フランクフルト �オリーブオイル、′ ��860 �32．7 

12 �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＜　しょう力′たまねぎ �694 �23．9 や　　t　ツ　ー　川1 �ー　　ヨー　ル �う　ココア　パ　ー �に　じ　　一いこ　　し　じ　　　し 
牛乳 �あおなのソテー �ししゃもフリッター �こむぎこ �も．＿　し トマトカ＼んオニオンソテ－コ－ン すりおろしりんごチンゲンサイ �881 �31．0 

15 �月 �こはん �みそしる �ぎゅうにゅう　とうふ �亡はん　あぶら　さとう �えのきたけ　だいこん　たまねぎ �673 �27．6　＿ の �み菅　さば　ぶたに＜ �でんぷん　ごまあぶら �ぎ　　ょう†‾　‾ 
牛乳 �ごぼうとぶたにくのカレーきんぴら ���くニ　　　l＿　し－ にんじんごぼう　こんにゃく �814 �33．2 

16 �火 �じこなうどん �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 �しめじ　さんさい　ほししいたけ �657 810． �34．3 のい　べ　t　　H1 �ぶら　t �こむぎこ　′ �ねぎ　みかん 
牛乳 �みかん �あおのり ����43，1 

17 �水 �・ちやめし ．牛乳 �にこみおでん �ぎゅうにゅう　こんぶ �らやめし　じゃがいも �こんじん　だいこん　こんにゃく �686 864 �26．6 ご　つ　　／1　3 �う、／ヽ－ノ �ぶら　　　つ �キャベツ　きゅうり 
キャベツのこまあえ �うずらたまご　ごまつくね �　　　　」 でんぷん ���33．5 

18 �木 �＜うパン �パンプキンポタージュ �ぎゅうにゅう　ベーコン �＜うパン　あぶら �こんじん　たまねぎ　かぼちゃ �712 �25．7 ・，牛乳 �ムレツの丁ミソース �ミル　　　　レツ �こ　　こ　パ　ー　　　つ �リン竿＋えこ　　　　ヤベい さくさくサラタ・たまねぎドレッシング �だいず �ごま　ドレッシング �きゅうりれんこんパセリ コーン �946 �32．8 

19 �金 �こはん �みぞれじる と‾　　　＼ �ぎゅうにゅう　とりにく �ご捗ん　でんぷんあぶら 　＼ �にんじんえのきたけねぎ －1‾　　‾t �662 �28．4 
牛乳 �りにくのあまずあん力け きりぽしだいこんのいりに �とつblblたにく あぶら河け �さんおんとっ　さとつ �だいこんしょつ力 ．ほししいたけきりぽしだいこん えだまめ �808 �34．5 

22 �月 �こはん �みそしる �ぎゅうにゆう　あぶらあげ　■ �ご捗ん　じゃがいも �たまねぎ．ねぎ　にんじん �591■ 701 �27．8 31．7 
牛乳 �ほっけのいちやぽし ぶだにくとひじきのいためもの �みぞぶたに＜ ひじきほうけ �あぶら　さとう 

23 �火 �ホットちゅうかめん �もやしラーメン（しる） �ぎゅうにゅう　やきぶた �ホットらゆうかめん　あぶら �にんじん　もやし　たけのこ �616 �26．8 
牛乳 �よっ　　‖　　3 �よう �し　　　　　　っ �にb　ねぎ　こ審つぢ こまつなのごまあえ アーモンドこざかな（中のみ） �かたくらいわし �アーモンド ��814 �36．0 

24 �水 �こはん �クラムチャウダー �ぎゅうにゅう　ベーコン �ご惨ん　あぶら　じゃがいも �にんじん　たまねぎ　パセリ �719 �25．8 
牛乳 �ハンパー　の　ニ　ンソース �ス　ムミル �パ　ー　こ　　こ　　　う �にんにく　キャベツ　コーン カラフルサラダ・わふうドレッシング �ハンバーグ �ドレッシング ��899 �31．2 

25 �木 �ツイストパン 一牛乳 �たまごとレタスのスープ �ぎゅうにゆう　ベーコン． �ツイストパン　でんぷん �にんじん　■たまねぎ　レタス �625 �2草．1 スパゲティナポリタン �たまご　フランクフルト �オリーブオイル　さとう �こんに＜　エリンギ　ピーマン 
フルーツヨーグルトあえ �ヨーグルト �スパゲティ　ナタデココ �トマトかんパインかんりんごかん ももかん �800 �27．1 

26 �金 �むぎこはん ・牛乳 �てつくりチキンカレー �ぎゅうにゅう　とりにく �むぎこ惨ん　あJSてら　バター �にんにく　しょうが　たまねぎ �690 �25．2 シーフードナゲット（小①中②） �チーズ　ヨークルト �じゃがいも　こむぎこ �こんじん　オニオンソテー 
りんご �シーフードナゲット �＜ろさとう　ココア �トマトかん　すりおろしりんご」 �853 �32．3 

りん」 

29月 30火 31水 22回 食材匂 ��こはん �ごまみそしる �ぎゅうにゆう　とうふr �こ鯵ん　あぶら　じゃがいも �ごぼう　にんじん　ねぎ �656 908 645 806 724 864 �22．4 31．2 ■23．8ノ 29．2 27．8 32．9 
牛乳 �にくだんこのあまからあんかけ（小②中③） れんこんのきんぴら �計と　にくだんこ �ごまさとうでんぷん こまあぶら �こ蓼つ等　れんこん　こんにゃく 

じこなうどん 牛乳 �きのこうどん（しる） �ぎゅうにゅう　ぶたに＜ �じこなうどん　あぶら �しめじ　ほししいたけ　ねぎ 

みそポテト（小②中③） �あぶらあげ　みそ �じゃがいも　こむきこ �こ審つ等　にんじん　きゅうり 
ひじきとじゃこのサラダ �ひじき　ちりめんじゃこ �さとう　ごま．こまあぶら1 �コーン 

キャロットピラフ 牛乳・ �ABCスープ �ぎゅうにゅう　とりにく �キャロットピラフ　あぶら �たまねぎ　にんじん　キャベツ 

タンドリーチキン �フランクフルト　ヨ⊥クルト �マカロニ　ドレッシング �こさつ等もやしきゅうり 今月の平均栄養摂取量 学校給食摂取基準 
かいそうサラダ・バンパンジードレッシング ハロウインむしパン �かいそうミックス �ハロウインむしパン 

※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。　※嚢字の食品は、川島町産 �����658 �ね2 

※毎月19日は食青の日です。家庭でも「食」について話してみませんか？ 用予定産地について 恕感1★烹讐嘉霊芝琵慧霊認霊訂 ���の食材を使っています。■ ��827 640■ 820 �，32．5 、24 （18－32） 30 （25■－40） 


