
学校給
今月の目標

かんしゃしてだべきう

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⊥ 

日 �曜 �・こんだこてめい． ��おもなしょ＜ひんめい ���えいようりょう 
しゅしょ＜ 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 　kGd �たんばく質 　だ 

10 �木 �ピタパン �プロツコリーのシチュ「 �ぎゅうにゅう　とりにく �ピタパン　バター　こむぎこ �たまねぎ　にんじん　コーン �小学生 �小学生 
牛乳 �スラッピージョー �スキムミルク　なまクリーム �あぶら■こめこ　ドレッシング �つロサコり一　幸やペ●γ �658． �28．9 カラフルサラダ・しおドレッシング スライスチーズ �ぶたにく　だいず　チーズ �じゃがいも ��中学生 800 �中学生 34．6 

11 �金 �こはん 亘乳 �きょうふうぞうに �ぎゅうにゅう　とりにく �ご鯵ん　さといも　もら �ヒんじん　だいこん　こ審つ等 �鱒9 �30．8 さけのマヨネーズやき �みそ　さけ　ぶたに＜ �あぶら　さとう �ほししいたけ　きりぽしだいこん 

きりぽしだいこんのいりに �あぶらあげ �マヨネーズ（エッグフリー） �えだまめ �838 �37．3 

15 �火 �ホットちゅうかめん �みそラーメン（しる） �ぎゅうにゆう　ぶたに＜ �ホットちゅうかめん　あぶら �にんにく　しょうが　にんじん �660 �26．4 
牛乳 �こなゆきあけバン �みそ �ごま　アTモンド　ココナッツ �コーン　もやし　にら　ねぎ だいこんサラダ・あおじそドレッシング ��コッペパンさとうドレッシング ＜ろざとう �だいこん　きゅうり �835 �32．4 

－16 �水 �こはん 牛乳 �せんべいじる �ぎゅうにゅう　ぶたに＜ �ご惨ん‾　かやきせんべい・さとう �ごぼう　にんじん　しめじ �675 821 �■29．6 36．2 とりにくのてりやき むかしのまぐろフレークソテー �とりにくあぶらあげ まぐろフレークひじき－ �あぶら　でんぷん �ほししいたけ　こ蓼つ等　たまねぎ 

17 �木 �ツイストパン 牛乳 �はくさいとにくだんこのスープ �ぎゅうにゅう　ミートボール �ツイストパン　むしちゅうかめん �にんじん　鯵く±い　手ンサンサイ �r598 774 �21．7 やきそば �ぶたにく　ヨーグルト �あぶら　ナタデココ �ねぎ　キャベツ　ラ・フランス 

フルーツヨーグルトあえ ���りんこ　もも　パインかん ��、27．0・ 

18 �金 �むきこはん �スピナッチカレー �ぎゅうにゅう　ぶたにく �むきご鯵ん　あぶら　じゃがいも �にんにく　しょうが　たまねぎ． �706 �24．8 
牛乳 �わかさぎフリッター（小②中③） �ヨTクルト　チーズ �J†ター　こむきこ　くろざとう �トマトかん　オニオンソテー コールスロー �わかさぎフリッター �ココア　オリーブオイル　さとう �すりおろしりんご膠うねんとう キャベツにんじん �873 �．30．1 

21 �月■ �わかめごほん �かきたまじる �ぎゅうにゅう　とうふ �わかめこ鯵ん　でんぷん �こんじん　ねぎ　揮う九人とう �671 840 �28．5 34．7 一・一牛乳 �こおりどうふのねぎソース こまつなともやしのいためもの あおのりこざかな（申のみ） �たまここおりとうふ ぶたに＜ごまあおのり かたくらいわし �あぶら　さんおんとう　ごまあぶら �しょうが　もやし　こ審つ谷 

22 �火 �じこなうどん 牛乳 �みそにこみふううどん（しる） �きめうにゅう　とりにく �じこなうどん　あぶら　さとう �にんじん　だいこん　ほししいたけ �669 828 �25．8 31．8 おl∈まん ほうれんそうのごまあえ �あぶらあげ‾かまぼこ みそ �おにまん　ごま �ねぎ　揮う九人とう　もやし 

23 �水 �こはん・、 �みそしる �ぎゅうにゅう　あぶらあげ �ご鯵ん　でんぷん　あぶら �こんじん　だいこん　惨く±い �666 �■由．6 
牛乳 �チキンなんばん・タルタルソース �とうふ　みぞ　とりにく �さんおんとう　ごまあぶら �ねぎ　にんにく　こぼう　こんにゃく ごぼうとぶたにくのカレーきんぴら 　　　　　　l �ぶたに＜ �タルタルソース（エッグフリー） さとう ��805 �34．2 

24 �木・ �チ」スパン 牛乳 �ふゆやさいのポトフ �ぎゅうにゅう　ノとりにく �チーズパン　あぶら　じゃがいも �こんじん　たまねぎ　だいこ■ん �667 �26．4 ラザニア �フランクフルト �ドレッシング　ラザニア �キャベツ　ごぼう　きゅうり 

こぼうサラダ・ごまドレッシング みかんヨーグルト �みかんヨーグルト ��コーン �896 �34．3 

25 �金 �ごはん 牛乳 �かわじまこじる �ぎゅうにゆう　だいず �ご鯵ん　あJSiら　さといも �にんじん　ごぼう　だいこん �667 �27．2 
－さばのかすつけやき �みぞ　さばのかすつけ �ごまあぶら　さとう �ほししいたけ　鯵くまい　わき 

いとこんにゃくのにもの �ぶたに＜ ��たまねぎとんにゃ＜えのきたけ ピーマン �809 �32．6 

28 �月 �こはん 牛乳 �こつゆ �ぎゅうにゅう　ほだて �ご鯵ん　まめふ　あぶら　さとう �こんじん　しらたき　だいこん �635 773 �28．4 34．9 わふうきのこハンバーグ ぶたにくとだいこんのにもの－ �ちくわハンバーグ ぶたに＜ �でんぷん　さといも �こ審つ等　ねぎ　しめじ．えのきたけ 

29 �火 �ホットちゆうかめん 牛乳 �マーポーラーメン（しる） �ぎゅうにゆう　とうふ �ホットらゆうかめん　あぶら． �しょうが　にんにく　にんじん �687． �30．4 
パオズ（小①中②） �みそ　パオス　ちりめんじゃこ �さとう　でんぷん　ごまあぶら �ねぎ　にら　きゅうり　こ審つ等 

ひじきとじゃこのサラダ ミニゼリー（小②申②） �ほしひじき　ぶたに＜ �アセロラゼリー　ごま �コーン �881 �39．4 

30 �水 �こはん・ r牛乳 �むかしのに＜じゃが �ぎゅうにゆう　ぶたに＜　‾ �ご鯵ん　あぶら・じゃがいも �にんじん　たまねぎ　たけのこ �697 �24．2 ごまつくね（小②中③） �ちくわ　ごまつくね �さとう　ごまあぶら　ラーゆ �しらたき　グリンピース　ー 

きりぽしだいこんのサラダ ��でんぷん �きりぽしだいこんもやし こ謬つ等 �878 �30．3 

31 1 �木・ 回 �バターリンクパン �まくさいのクリームスープ �ぎゅうにゅう　ベーコン �バタヤリングパン　チョコレートクリーム �たまねぎ　にんじん　惨く±い �655 �25．4 
（チョコレートクリーム） �林寺フライ・ソース �チーズ　スキム主ルク �あぶう．パタここめこマカロニ ※象事の食品は、．川島町産の �いよかん 今月の平均栄薫摂取量・ 学校給食摂取基準 

牛乳 �いよかん �なまクリ」ム　ホキフライ ���821 �31．5 

※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。 �����667．・ �27．1 
※毎月19日は食膏の日です。こ家庭でも『食』について話してみましょう。 ���食材を使っています。 　■ 　● 　■ 　● 再現して柑した。； ��831 糾0 820 �33．5 24 

；～批正－ロメ毛～ ������（18－32） 30 ■ ；今月鼠8串各地由媚土料理刊l鳩町の昔なつかしい（昭和40年境の）緯 ������（25～40） 

16日「せんべい汁J　　　岩手県・青森県南部地方　16日　むかしのまぐろフレークソテー
；22日「みそにこみうどん」愛知県

：228「おにまん」　　　愛知県・岐阜県等の東海地方

：23日「チキン南蛮」　　宮崎県
；25〔ト「かわじま呉汁」　川島町

；28日「こつゆ」　　　　福島県

■●■■●■■●■●

30日　むかしのにくじやが

・★食材の使用予定産地・給

食の写真を川島町のホーム
ページに穐粧しています．
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