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定義毎
今月の目標

みんななかよく
たのしくたべよう

川島町学校給食センター

日 �曜 �こんだてめい ��おもなしょ＜ひんめい ���えいようりょう 　ーに～l萬ヽ■ 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 �からだのらようしをととのえるもの �エネル千 　k¢11 �　g 小学生 

1 �火 �じこなうどん �んさいおろしう　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 �小学生 
いかのしょうがやき �あぶらあげ　いか �さとう　ごまあぶら �だいこん　ねぎ　しょうが　もやし �864 �28．7 

牛乳 �かいそうサラダ かしわもら �かいそう �かしわもち �壱●うり　にんじん �中学生 　788 �中学生 　344 

2 �水 �こもくずし �わかたけじる �ぎゅうにゆう　とうふ �す助し　あぶら　さとう �たけのこ　こまつな　ねぎ �035 �24．4 
（すめし） �こもくずしのぐ �わかめ　かつお �りんごゼリー �こんに＜　たまねぎ　ごぼう 
一　牛乳 �かつおのこうみソースがけ ミニゼリー（小1年①小2～中②） �とりにく　あぶらあげ ��にんじんほししいたけえだまめ かんぴょう �782 �29．6 

7 �月 �こはん �みそしる �ぎゅうにゆう　あぶらあげ �ご鯵ん　ごまあぶら　あぶら �ほうれんそつ　にんにく　たまねぎ �630 �29．8 
とりにくのみそつけやき �みそ　とりにく　ぶたに＜ �さとう �こんじん　きりぽしだいこん 

＿　牛乳 �きりほしとぶたにくのカレ⊥きんぴら ���こんにゃく �751 �34．3 

8 �火 �ホットちゅうかめん 　牛乳 �チャーシューめん（しる） �ぎゅうにゆう　やきぶた �ホットらゆうかめん　あぶら �こんじん　もやし　たけの」 �841 803 �25．1 30．5 
はるまき きゅうりとキャベツのちゅうかあえ �はるまき �さとう　ごまあぶら　ごま �ねぎ　壱●うり　キャベツ 

9 �水 �わかめこはん �こまみそしる �ぎゅうにゅう　とうふ・、 �わかめご旛ん　あぶら �ごぼう　にんじん　ねぎ　しょつが �683 �毎㌔24．5 †★† 
こうやどうふのねぎソース �みと　こうやどうふ �じゃがいも　ごま　でんぷん　－ �e■うり　こまつな　コーン 

牛乳 �ひじきとじゃこのサラダ・ �ひじき　ちりめんじゃこ �さんおんとうさとう ごまあぶら ��842 �29．6 

10 �木 �フラワーロールパン 牛乳 （中250cc）・ �キャロットポタージュ �ぎゅうにゅう　ベーコン �フラワーロールパン　あぶら �たまねぎ　にんじん　コーン �637 �23，2 
やきそば1 �なまクリーム　ぶたに＜ �芸三言ゆ諸芸克　海 �こんじん　キャベツ 
かわろばんかん ���かわろばんかん �854 �30，9 

11 �金 �むきこはん �てつくりカレー �ぎゅうにゆう　ぶたにく �むきご樽ん　あぶら �こんに＜　しさつが　たまねぎ �687 �21．2 
えだまめフリッター（小①中②） �チーズ　ヨーグルト �じゃがいも　パター　こむぎこ �こんじん　トマトかん 

牛乳 �ミニトマト（小②中②） ��くろざとうココア えだまめフリッター �オニオンソテーりんご ミニトマト �882 �26，4 

14 �月 �こはん 牛乳 �ベーコンのスープ �ぎゅうにゆう　ベーコン �ご持ん　あぶら　さとう �こんじん　たまねぎ　コーン �619 772 �23．9 29．5 
やきぎょうざ（小②中③） チンジャオロース �ぶたに＜　ぎょうざ �でんぷん �キャベツチンケンサイにんにく しょうがたけのこピーマン 

15 �火 �じこなうどん 牛乳 �きつねうどん（しる） �ぎゅうにゆう　ぶたに＜ �じこなうどん　さとう �まししいたけ　ねぎ　しまつな �697 �23．6 
キャラメルポテト �こんJSトあぶらあげ �さつまいも　あぶら　パター �こんじん　えだまめ　キャベツ 
さくさくサラダ・たまねぎドレッシング ��さんおんとうアーモンド ごまドレッシング �±●うり　れんこん �850 �27．7 

16 �水 �こはん 牛乳 �かわじまやさいとミートボールのスープ �ぎゅうにゆう　オムレツ �ご鯵ん　あぶら　さとう �こんじん　はくさい　ねぎ �677 849 �23．4 29．2 
オムレツのチーズやき フランクとコーンのソテー �ミートボールチーズ フランクフルト ��だいこんコーンキャベツ 　　ヽヽ 

17 �木 �ココアマーブルしょくバン 　牛乳 �ABCスープ �ぎゅうにゅう　とりにく �ココアマーブルしょくパン �たまねぎ　にんじん　チンケンサイ �647 �29．0 
タンドリーチキン �フランクフルト　ヨーグルト �あぶら　マカロニ　さとう �しょうが　にんにく　キャベツ 
コールス⊂】－ ひとくらチーズ �チーズ �オリーブオイル ��791 �34．9 

18 �金 �こはん 牛乳 �にくじゃが �ぎゅうにゆう　ぶたにく �こ鯵ん　あぶら　じゃがいも �にんじん　たまねぎ　たけの」 �636 �23．3 
にらまんじゆう �にらまんじゆう �さとう　ごま �ほししいたけ　しらたき　えだまめ 
こんにゃくのごまあえ ���こんにゃく　もやし　にんじん �755 �26，8 

21 �月 �こはん 牛乳 �みそしる �ぎゅうにゆう　あぶらあげ �ご鯵ん　あぶら　さといも �」ぽっ　にんじん　しまつな �623 754 �27．3 32．7 
さけのスタミナやき れんこんのきんぴら �みそ　さけのスタミナやき �ごまあぶら　ごま　さとう �ねぎれ～こんこんにや＜ 　　ヽ 

22 �火 �ホットちゅうかめん �しょうゆラーメン（しる） �ぎゅうにゆう　ぶたに＜ �ホットらゆうかめん　あぶら �こんに＜　たけの」　コーン �684 �29．5 
とりにくのからあげ �とりにく �でんぷん　さとう　ごまあぶら �もやし　ねぎ　しょうが 

牛乳 �ナムル ��ラーゆ �きりぽしだいこんにんじん だいずもやしこまつな 一一■■－● �838 �37．6 

23 �水 �こはん �けんらんじる �ぎゅうにゆう　とうふ �こ鯵ん　あぶら　じゃがいも �しぽっ　にんじん　」んにや＜ �柑4 �24．4 
コロッケ・ソース �ぶたに＜ �こまあぶら1さとう �ねぎ　しょうが　キャベツ 

牛乳 �にくやさいいため ��コロッケ �もやしにら 　　　　ヽ �870 �30．0 

24 �木 �こともパン �ふわふわスープ �ぎゅうにゆう　ベーコン �こともパン　あぶら　じゃがいも �にんじん　たまねぎ　コーン �842 �28．6 
スライス �ハンバーグのデミソース �チーズ　たまご �パンこ　さとう　オリーブオイル �エリンギ　キャベツ 
牛乳 �シャキシャキキャベツ ヨーグルト �ハンバーグだいず ヨーグルト �ココア ��867 �37，0 

25 �金 �こはん 牛乳 �ハッシュドポーク �ぎゅうにゆう　ぶたにく �ご鯵ん　あぶら　パター �しんにく　たまねぎ　にんじん �671 �26．2 
シーフードナゲット（小①中②） �シーフードナゲット �クラニューとう　こむぎこ �エリンギ　きよみオレンジ 
きよみオレンジ ��ココア ��833 �33．6 

28 �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 �しんじん　ねぎ　ほつれんそつ �¢61 907 �23・＿7 32．6 
にくだんこのあまからあんかけ（小②中③） ごぼうサラダ ふりかけ �たまごにくだんこ みそふりかけ �さとう　こま　ごまあぶら �ごぼう　壱●うり　コーン 

29 30 31 2 ★ �火 水 木 画 材 �じこなうどん 牛乳 こはん 牛乳 �にくじるうどん（しる） �ぎゆうにゆう　ぶたに＜ �じこなうどん　あぶら　こむき」 �しんじん　ねぎ　」まつな �830 785－ 883 �25．9 31．6 27．6 
ちくわのいそべあけ（小①中②） ごまぴたし マーボーどうふ �あぶらあけこんぶ ちくわあおのり ぎゅうにゆうぶたに＜ �ごまさとうごまあぶら こ鯵んあぶらさとう �もやし しょうがにんにくにんじん 

しゆうまい（小②中③） �みそ　とうふ �でんぷん　はるさめ　ごまあぶら �たけのこ　ねぎ　にら 
はるさめサラダ �しゆうまい �ラーゆ �キャベツ　卓●うり �850 898 �34．8 25．1 

＜ろパン �コーンスープ �ぎゅうにゆう　ベーコン �＜ろパン　あぶら　パター �にんじん　たまねぎ　コーン 
あじフライ・ソース �なまクリーム　あじフライ �こ働こ　オリーブオイル �卓●うり　キャベツ 

牛乳 �アスパラいりまめサラダ �ミックスピーンズ �さとう �アスパラガス �852 �28．9 

※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。※象事の食品は、川島町産 ����今月の平均栄喪摂取量 �658 �25．5 

※毎月19日は食青の日です。家庭でも「食」についてはなしてみません机　の寧材を使っています。 �����822 �31．4 

★中学生のみ10日は、牛乳が250mlになります。 ����学校給食摂取基準 �糾0 820 �24 （18－32） 30 

朗予定産地●給食の写真をホ宗霊：軍票と言い詰′ww竺讐讐帆的′・◎ ������（25■－40） 


