
学校 食献立 定表
平成30年度

今月の目標
きょうりょくしてしょくじの

じゆんびとあとかたづけをしよう

かわじままちかっこうきゅうしょく
Hl巨ml労士六必△合．ト

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 　kGal �たんばく質 　g 

11 �水 �わかめこはん 牛乳 �かきだまじる �ぎゅうにゅう　とうふ �わかめご鯵んでんJ軍ん　あぶら �にんじん　ねぎ　しょうが　にんにく �651 780 �24．8 30．1■ 
とりにくめからあげ ごまぴたし・あおじそドレッシング おいわいいちこゼリー �たまこ　とりに＜ �ごま　ドレッシング　いちごゼリー �こまつな　もやし 

12 �木 �ツイストパン 牛乳 �こめこのコーンスープ �ぎゅうにゅう　ベーコン �ツイストパン　バター　あぶら �こんじん　たまねぎ　コーン �650 843 �24．7 31．2 いかのフリッター（小②中③） �スキムミルク　チーズ �ごま　さんおんとう　ごまあぶら �ごぼう　空中うり 

ごぼうサラダ ひとくちチーズ �いかフリッターみそ なまクリーム �こめこ 

13 �金 �こはん 牛乳 �マーボーどうふ �ぎゅうにゅう　ぶたに＜ �こ鯵ん　あぶら　さとう �しょうが　にんにく　にんじん �68ナ 862 �28．4・ 35．9 
にくだんこのあまずあん（小②中③） きよみオレンジ �みそ　とうふ　にくだんこ �でんぷん �たけのこねぎにら きよみオレンジ 

16 �月 �たけのここはん �みそしる �ぎゅうにゆう　とうふ �す仇し　あぶら　さとう �こんじん　えのきたけ　たけのこ �679 822 �′29．0 34．9 くすめし） 牛乳 �たけのここはんのぐ さばのピリからやき �わかめみぞとりにく さばのピリからつけ あぶらあげ ��ほししいたけ　さやえんどう 

1ナ �火 �じこなうどん �わふうつけじる（しる） �ぎゅうにゆう　ぶたに＜ �じこなうどん　あぶら　さとう �だいこん　ほししいたけ　ねぎ �631 802 �26．9 35．9 
牛乳 �ささかまのわかばあげ �あぶらあげ　ささかまぼこ �ごま　こむきこ �こまつな　パセリ　こんにゃく こんにゃくのごまあえ あおのりこざかな（中のみ） �あおのり（中）かたくらいわし（中） こん15i ��もやし　にんじん 

18 �水 �こはん �じゃがいものそぼろに �ぎゅうにゅう　ぶたに＜ �こ鯵ん　でんぷん　あぶら �しょうが　にんじん　たまねぎ �671 830 �24．6 29．9 ‾牛乳 �ハンバーグおろしソース �ハンバーグ　‾ �さとう　ごま　ドレッシング �たけのこ　しらたき　クリシピース 
さくさくサラダ・たまねぎドレ，シソグ ��じゃがいも �だいこんえだまめキャベツ 圭●うりれんこん 

19 �‘木 �はちみつパン �ABCスープ �ぎゅうにゅう　オムレツ �まうみつパン　あぶら　さとう �たまねぎ　にんじん　キャベツ �640 865 �22．0 r29．4 
牛乳 �オムレツのデミソース �だいず　チーズ（中） �じゃがいも　マカロニ �こまつな　エリンギ　圭●うり カラフルこふきいも キャンディーチーズ（中のみ②） �フランクフルト ��コーン 

2・0 �金 �むきこはん �てつくりカレー �ぎゅうにゅう　ぶたに＜ �むきこ鯵ん　あぶら　じゃがいも �にんにく　しょうが　にんじん �703 864 �22．3 28．4 
牛乳 �シーフードナゲット（小①中②） �チーズ　シーフードナゲット �バター　こむきこ　くろざとう �たまねぎ　トマトかん　ミニトマト ミニトマト（小②中②）－ さくらゼリー �ヨーグルト、 �ココア　さくらゼリー �オニオンソテー 

23 �・月 �こはん �けんらんじる �ぎゅうにゅう　あぶらあけ �ご鯵ん　あぶら　ごまあぶら �ごぼう　にんじん　かぼちゃ′ �612 753 �27．6 33．1 
牛乳 �メバルのねぎみそやき �とうふ　ぶたに＜ �さとう �ねぎ　こ諌つな　きりぽしだいこん きりぽしだいこんのカレーきんぴら �メバルのねぎみそつけ ��こんにゃく　にんにく 

24 �火 �ホットちゅうかめん �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 �こんにく　しょうが　にんじん �638 804 �25．0 30．9 
牛乳 �やきぎょうざ（小②中③） �みそ　ぎょうざ �＜ろざとう　ごま　さとう �コーン　キャベツ　にら　ねぎ ナムル ��ごまあぶう　ラーゆ �こまつな　だいずもやし 

25 �水 �こはん �ろくせんに �ぎゅうにゅう　とりにく �こ惨ん　あぶら　じゃがいも　■ �ごぼう　にんじん　ほししいたけ �649 799 �27．0 33．4 
牛乳 �きびなここまフライ（小②中③）・ソース ぶたにくとひじきのいためもの �こおりどうふうずらたまご きびなここまフライひじき ぶたに＜ �さとう �たけのこ　こんにゃく　たまねぎ 

26 �木 �コッペパンスライス �ホウイトシチュー �ぎゅうにゅう　とりにく �コッペパン　あぶら　パター �たまねぎ　にんじん　トマト �637 811 �23．6 29．0 
牛乳‾・ �フランクフルトケチャップソースがけ �スキムミルク �こむきこ　オリーブオイル �キャベツ シャキシャキキャベツ �なまクリーム フランクフルト �さとう　じゃがいも 

l l 27 �金 �こはん �はっぽうさい �ぎゅうにゅう　ぶたに＜ �ご鯵んあぶら　でんぷん　ごまあぶら �しょうが　にんにく　にんじん �697 862 �23．0 27．9 

牛乳 �はるまき �いか＼うずらたまご �ドレッシング　はるさめ �たまねぎ　たけのこ　きくらげ はるさめサラダ・ちゅうかドレッシング �はるまき ��キャベツテンゲンサイ＿己●うり コーン 

l 13回 ��※材料などの都合で献立が変更になる鱒合があります。こ了承下さい。※象事の食品は、川島町産の ����今月の平均栄養摂取量 �657 �25．3 

※毎月19日は �食膏の白です。家庭でも「食」につし �＼てはなしてみませんか。　■食材を使っています。 ���823 �31．5 」ユ竺」 

悠吉十∵十
希望に満ちた春、いよいよ新学期の給食もスタートしました。

学校給食は、栄責のバランスのとれた食事をみんなといっしょに楽しく

食べる中で感謝の気持ちや、食事の自己管理能力を育て、日々の健康増
進を図ろうとするものです。

毎日生きた教材としての「学校給食」を通して食青を学んでいってほ
しいと思います。

～訴知らせ～

★小学1年生の給食について
13日（金ト16日（月）はパンと牛乳の給食です。

17日（火）から完全給食となります。

★給食費の振替について

給食費振替の前日までに残高をご確認ください。

今月の平均栄養摂取量 �657 �25．3 
823 �31．5 

学校給食摂取基準 �640 �24・ （18－32） 
820 �30 （25－40） 

給食の情報を公開しています

川島町のホームページに学校給食の写薫、食材の産地情

報を穐載しています。ぜひご覧ください。

ホームページアドレス

http：／／www．town．kawajima．saitama．jp／

川島町ホームページトップう学校教育⇒学校給食


