
平成30年度

今月の目標
マナーをまもって

たのしいきゅうしょ＜にしよう

川島町学校給食センター

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＜ 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 　kcaI �たんばく質 　t 

1 �木 �チーズパン �ミ†トボールのスープ �ぎゅうにゆう　にくだんこ �チーズパン　あぶら　じゃがいも �こんじん　はくさい　ねぎ �小学生・ �小学生 
牛乳 �わかさぎフリッター（小②申③） カラフルこふきいも �わかさきフリッター ��だいこん　きゅうり　コーン �628 中学生・ 815 �24．5 中学生 31．1 

2 �金 �こはんr �とうふのろゆうかに �ぎゅうにゅう　ぶたに＜ �こ鯵ん　ごまあぶら　さとう �しょうが　にんじん　たまねぎ �661‘ 796 �．30．1 t 
牛乳 �いかのスタミナやき りんご �なると　とうふ　いか �でんぶ～　あぶら �こ審つ等　りんご　にんにく　－ 

5 �月 �やつほかてめし �みそしる �ぎゅうにゆう　わかめ �す勿し　じゃがいも　あぶら �こんじん　たまねぎ・こぼう �657 770 �27．7 31．0 
■　くすめし） �やつほかてめしのぐ �とうふ　み蟹　あぶらあげ �さとう　だいふく �えのきたけ　ほししいたけ1 

牛乳 �カマスのさいきょうやき おいわいだいふく �カマスのさいきょうつけ ��しらたき　＿しめじ 

6 �火 �ホットちゅうかめん �ねぎラーメン（しる） �ぎゅうにゅう　やきぶた �ホットちゆう鱒めん　あぶら �こんに＜　しょうが　もやし �602 767 �25．9 32．7 
牛乳 �さいだまけんさみこむきのにくまん ��ラーゆ　さとう　ごまあぶら �こら　ねぎ　きりぼしだいこん きりぼしだいこんのナムル′■ ��、にくまん �だいずもやしこ審つ等 にんじん 

7 �水 �こはん �かわじまこじる �ぎゅうにゆう　だいず �ご鯵ん　あぶら　さとう �にんじん　ごぼう　だいこん �655 781 �30．0 35．ウ 
牛乳 �スタミナすったてどんのぐ �みぞ　ぶたに＜ �ごま　アーモンド　さといも �まししいたけ　ねぎ　たまねぎ きゅうりもみ アーモンドこざかな �かたくらいわし ��はくさいしょうがにんにく きゅうり 

8 �木 �＜ろパン �むさしのシチュー �ぎゅうにゅう　とりにく �くうパン　あぶら　さとう �たまねぎ　にんじん　トマトかん �■647 913 �23．5 31．8 
車乳 �にくだんこのケチャップソース（小②中③） �スキムミルク　なまクリーム �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 �にくだんこ　■ �バターrさつまいも、 

9 �金 �弓はん �らゆうかスープ �ぎゅうにゆう　とりにく �ご鯵ん　さとう　あぶら �こんじん　たまねぎ　キャベツ �649 788 �27．3・ 33．1 
牛乳 �とりにくのなんばんソース �うずらたまご　ぶたに＜ �でんぷん・こま　ぶら �もやし　こ審つ等　にんにく はるさめのピリカからいため ��はるさめ �しょうが　ねぎ　にら 

12 �月 �こはん 牛乳 �すましじる �ぎゅうにゅう　とうふ・みそ �こ鯵ん　あぶら　さとう �こんじん　ほししいたけ　ねぎ �662 803 �27．4ノ 32．9 さばの151かやねぎみそやき �さ練のふかやねぎみそつけ ��えのきたけ　こ審つ等　しょうが 

よしみあぶらみそとんのぐ㌧ �ぶたにく ��たまねぎ　なす　ピーマン 

13 �火 �じこなうどん �ちらぶおっきりこみふう（しる） �ぎゅうにゅう　七りにく �じこなうどん　あぶら　コロッケ �しめじ　にんじん　だいこん �671 858 �26．0 32．5 
牛乳 パターロール �コロッケ・ソース こまつなともやしのいためもの �ぶたにく1 �ごまあぶら　ごま �ほししいたけはくさいねぎ もやしこ謬つ等 

15 �木 ��こめこのコーンスープ �ぎゅうにゅう　ベーコン �バターロール　パター　あぶら �こんじん　たまねぎ　コーン �622 888 �23．3 31．5 
牛乳 �チキンナゲット（小②中③） ごぼうのサラダ・■かわじまごまドレッシング �なまクリーム　チキンナゲット �こ勿ここ審ドしマシンケ �ごぼう　きゅうり　キャベツ 

16 �金 �i二はん �ベーコンのスープ �ぎゆうにゅう　ベーコン �ご鯵ん　あぶら　パンこ �だいこん　たまねぎ　にんじん �651 �25．3 
牛乳 �ドブイカレー さくさくサラダ・たまねぎドレッシング �ぶたにく　だいず　ヨーグルト �ごま．ドレッシング �はくさいにんにくしょうが えだまめキャベツきゅうり二 

ヨーグルト ���」 れんこん　コ－ン �775 �．　29．7 

19 �月 �こはん �けんらんじる �ぎゆうにゆう　あぶらあけ �こ鯵ん　あぶら　さとう �ごぼう　にんじん　こんにゃく �642 786 �26．1 32．0 
牛乳 �ハンバーグおろしソース �とうふ1ハンバーグ　ぶたに＜ �さといも �ね　　こ穿つぢ　だいこん ぶたにくとひじきのいためもの �ひじき ��たまねぎ 

20 �火 �ホットちゅうかめん �みそキムチラーメン（しる） �ぎゆうにゅう　ぶたに＜‾ �ホッ■卜らゆうかめん　あぶら �しょう力†にんじん　キムチ �666 835 �26．0 32．0 
牛乳 �ココアIパン �みそ・ �＜ろ　とう　コッペパン．■こ �にんにく　もやし．　　にら き‾ゆうりとキャベツのちゅうかあえ ��ココア　さとう　ごまあぶら �きゅうり　キャベツ 

l ；21 l �水 �こはん �にくじゃが �ぎゅうにゆう．ぶたに＜ �ご膝ん　じゃがいも　さとう �こんじん　たまねぎ　たけのこ �654 793 �29．3 35．0 

牛乳■ �あじのすだらしょつゆやき きりぽしだいこんのカレーきんぴら �あじ　とりにく �あぶら　ごまあぶら �ほししいたけしらたきえだまめ にんにくきりほしだいこん こんにゃく 

…22 �木 �つイス7ドール �かわじまにこみうどん �ぎゅうにゅう　とりにく �ライスボール　あぶら　ごま �にんじん　巧いこん　ねぎ　こきつ等 �642 782 �27．8 34．0 
牛乳 �わのしっ �こんぷ　　ぶら．l �てうちうどん　さとう　こむ　こ �もやし　きゅうり ごまびたし・あおじそドレッシング �ちくわ �ドレッシング 

2畠 �月 �こはん、 牛乳 �すいとん �ぎゅうにゆ■う　とりにく �ご鯵ん　あぶら　すいとん �こんじん　だいこん　しめじ �‾658 803 �30．2 36．8 ひがしまつ　まや　とりこはんのぐ �ぶたにく　みぞ �ごまあぶら　　ん、ん　う �こ審つ等　しょうが 
キャベツのごまあえノ ��ごま　さとう �にんにくすりおろしりんご キャベツきゅうり 

27 �火 �じこなうどん 牛乳 �おろしうどん（しる） �ぎゅうにゅう　ぶたに＜ �じこなうどん　あぶら・さつまいも �だいこん　にんじん　ほししいたけ �633 �22．4 さつまいものてんJ軍ら �あぶらあげ　チーズ �こむぎこ　ドレッシング �ねぎ　ほうれんそう　こ審つ等 
もやしとこまつなのサラダ・やさいドレッシング ひとくちチーズ（申のみ） ���もやし �r　832 �29．9 

28 �水 �こはん �とんじる �ぎゅうにゅう　ぶたにく �ご鯵ん　あぶら－　じゃがいも �こぼう　にんじん　こんにゃく �．717 ．882 �29．8 35．2 
牛乳 �さんまのかばやき ミニトマト（小②中②）－ さいのくになっとう �とうふ・みぞなっとう さんまでんぶんつき �さ年？ �ねぎ　こ審つ等　ミニトマト 

29 �木 �ツイストパン ．牛乳 �ふわふわスープ　ー �ぎゆうにゅう　とりにく �ツイストパン　あぶら　じゃがいも �にんじん　たまねぎ　コーン �596 821 �22．3 29．1 キャベツのペペロンチーノ �チーズ　たまご　ベーコン �パンこ　オリーブオイル �キャベツ　にんにく　パセリ 
けんさんわなしのフルーツミックス ��レモンゼリーカクテルゼリー スパゲティー �あかピーマンきくらげ りんごかん1わなしかん 

30 �金 �宅コ書こはん 牛乳 �てつくりカレー �ぎゅうにゆう■　ぶたに＜ �むきこ鯵ん　あぶら　じゃがいも �こんに＜　しょうが　たまねぎ �720 903 �23．9 29．7 えだまめフリッター（小①中②）－ �チーズ　ヨーグルト �パター・こむぎこ　くちぎとう �こんじん　トマトかん　みかん 
みかん ��ココア　えだまめフリッター �すりおろしりんご　オニオンソテー 

●回 

※毎月19日は食青の日です。こ家庭でも『食』について話してみましょう。
※太字の食品は、川島町産の食材を使っています。
辣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。

★食材の使用予定産地を川島町のホームページに綿載しています．

開校訴劇でとうございさす
10月20乱つばさ南つばさ

北小学校の開校記念式典が
ありました．お祝いとして
今月5日の給食に紅白だい
ふくをつけました。

囁噂噸◎噸囁轡噸◎嘲噂轡感◎嘲囁噂感◎嘲済噂感◎

今月の平均栄責摂取量・ �652 �26．4 

820 �32．6 

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


