
給食献
今月の目標

からだにひっような
えいようをしってたべよう

かわじままちかっこうきゅうしょ＜

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

臼‘ �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¢aI �たんばく賞 　g 

3 �月 �こはん �サんらんじる　■ �ぎゅうにゆう　あぶらあげ �ご捗ん　あぶら　さといも �ごぼう　にんじん　こんにゃく �小学生 �小学生 
こくだんこのあまからあんかけ（小②中③） �とうふ　にくだんご �さとう　でんぷん �ねぎ　たまねぎ　こ審つ等 �609 �・21．1 

牛乳 �きりぽしだいこんのシャキシャキそぼろ �　　　l■＿ ぶたにく　とりにく ��きりぽしだいこん �中学生‘ 752 �中学生 25．8 

4 �火 �ホットちゆうかめん 　牛乳 �みそラーメン（しる） �ぎゅうにゆう　ぶたにく �ホットうぬうかめん　あぶら �こんに＜　しょうが　にんじん �649 �‾33．2■ いかのしせんふうやき �みそ　いか　チーズ �くろざとう　ごま �コーン・キャペty　ねぎ 
ナムル ミニチーズ（小②中③） ��ごまあぶら　さとう　ラーゆ �もやし　こ謬つ等 �810 �41．2 

5 �水 �こはん 牛乳 �かぼちゃのみそしる �ぎゅうにゆう　とうふ �ご鯵ん　あぶら　さとう �ごぼう　にんじん　たまねぎ �610 �22．2 たらのねぎソースかけ �たらでんぷんつき　みぞ・ �ごま �かぼちゃ　ねぎ　こさつ等 
こんさいのごまみそいため ���しょつが �742 �26．5 

6 �木 �やまがたしょ＜パン �きのこのクリームシチュー �ぎゅうにゆう　とりにく �やまがたしょ＜パン．あぶら �こんじん　たまねぎ　しめじ �694 �26．9 
（いちごジャム） �オムレツのトマトソース �スキムミルク　オムレツ �じゃがいも　こむぎこ �エリンギ　トマトかん 

牛乳 �カラフルサラダ �なまクリーム �パターさとうごまあぶら いちごジャム �キャペty　コーン �903 �35．1 

7 �金 �rこはん 牛乳 �マーボーどうふ �ぎゅうにゆう　ぶたに＜ �ご鯵ん　あぶら　さとう �しょうが　にんにく　にんじん �664 �25．8 やきぎょうざ（小②中②） �みそ　とうふ �でんぷん　ごま �たけのこ　ねぎ　にら 
キャベツのごまあえ �ひじきぎょうざ ��キャベツ　きゅつり �792 �30．6 

10 �月 �わかめごはん 牛乳 �みそしる �ぎゅうにゅう　み蟹‾ �わかめご鯵ん　ごま・ �キャベツ　ごぼう　にんじん �632 799r �22．3 29．0 ししゃもフリッター（小①中②） ごぼうときのこのいためもの �あぶらあげ ししゃもフリッター �あぶら　さとう �しめじ 

11 �鱒 �じこなうどん 牛乳 �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・ �捗く±い　ほししいたけ �626 �24．9 こえびのからあげ �あぶらあげ　こんぶ �さとう　ドレッシング �ねぎ　だいこん　にんじん 
だいこんサラダ・ごまドレッシング ヨーグルト（中のみ） �こえびのからあげ． ヨーグルト ��きゅつり �856 �33．0 

12 �水 �こはん 牛乳 �ちゅうかふうコーンスープ �ぎゅうにゅう　ぶたにく �ご捗ん　でんぷん �こんじん　たまねぎ　コーン �638 �28．6 シューマイ（小②中③） �とりにく　たまご �さとう＿あぶら �チンゲンサイ　しょうが 
にくやさいいため �シューマイ ��キャペIy　もやし �790 �35．7 

13 �木 �はちみつパン 牛乳 �ふゆやさいのスープ �ぎゅうにゆう　ベーコン �まらみつパン　あぶら �だいこん　たまねぎ　にんじん �650 925 �22．9 29．5 メンチカツ・ソース マカロニサラダ・マヨネーズ �メンチカツ �マカロニ　マヨネーズ’ �捗く±い　きゅうり　コ「ン 

14 �金 �こはん �てつくりカレー �ぎゅうにゆう　ぶたに＜ �ご捗ん　あぶら　パター �こんにく　しょうが　たまねぎ �654 �24．7 シーフードナゲット（小①中②） �チーズ1ヨーグルト �じゃがいも　こむぎこ �こんじん　トマトかん 
牛乳 �かいそうサラダ・バンパンジードレッシング �かいそうミックス �＜ろざとう　ココア �オニオンソテー　もやし1 �823 �31．6 

シーフードナゲット �ドレッシング �きゅうり　すりおろしりんご 

17 �月 �ごはん 牛乳 �みそしる �ぎゅうにゅう　あぶらあげ �ご捗ん．あぶら　ごま �だいこん　にんじん　たまねぎ �671 812 �25．7 31．0 さばのごまみそかけ こんにゃくのそぼろに �とうふみモさば ぶたに＜ �さとう　ごまあぶら �こ～にや＜　ピーマン 

18 �火 �ホッ．卜ちゅうかめん 　牛乳 �しょうゆラーメン（しる） �ぎゆうに払う �ホットちゅうかめん �こんに＜　コーン　もやし �637 �24．8 はるまき �ぶたにく　はるまき �あぶら　さとう　ごま �ねぎ　きゅうり　にんじん 
きゅうりとキャベツのらゆうかあえ ��ごまあぶら �キャペIy �809 �30．5 

19 �水 �キャロットピラフ ジョアオレンジ �こめこのパンプキンポタージュ �ぎゅうにゆう　とりにく �キャロットピ弓7　あぶら �にんじん　たまねぎ �701 �24．7 ローストチキン �ジョアオレンジ �こ助こ　パター　さとう �かぼちゃ　コーン 
ツリーサラダ・マヨネーズ クリスマスケーキ �スキムミルク �でんぷんマヨネーズ クリスマスケーキ �1口座コり－ �856 �30．1 

13匝l ��※材料などの都合で献立が変更になる場合があります。ご了承下さい。※太字の食品は、川島町産の ����今月の平均栄養摂取量 �649 �25．2 
※毎月19日は食青の日です。家庭でも「乱についてはなしてみません机食材を使っています。 　　　己だいえいようそはた各 �����821 �31．5 

し ������学校給食摂取基準 �640 �24 （18～32） 

820 �30 （25－40） 知っていますか？　五大栄養素の働き 
品義 �l �。か　劇つ � �し　しっ ��� � � �裏鰯 � �む　　疲　しっ ��� �ピタ � �ミン 化物 ��脂質． ����たん嘉 ����無様質 

◎ おお′も 多く含 菜、／ めん、 晶崩な �く † �畠 ��鮎 ����① 石亀 �管 くいくひん む食品 くた択才 、卵、 めせいひん 製品 ���由酵 ����鱒 �く �G） む憲荒 業畝 など 
Llくひん ��おお　　　ふく　　　し▲くひん ����拍1さ　　lあ ����おお　　　ふく　　　しよくひん ����おお　　　ふ 

む食品 ン、 ��多く含む食品 あぶも 油、パター、 ����多く含 烏かなに 魚、肉 ����多く含む食品 ����多く含 量鼠 
ぎゅうに � 

牛乳・乳製品、 

いも、 ��マヨネーズ ����▲●　t 旦●旦 ����一才鮨頓　かいや与 小魚、海象 ����きのこ 

ど ��など ����など ����など 

エネ � �ルギ一になる ��� �からだ 体をつくる ������� �からだ　もよう■し 体の嗣子をとと ��� �のえる 

b b � �．．…組 ����■ヽ ■ハ■っ rLノ ■－■ ��������0000′∀ ′■lヽ 〇〇 〇 〇〇〇 軋？ ● ��� �車・。〇 〇 〇 00 00 


