
今月の目標
よくだべて

かぜにまけないからだをつくろう

かわじままちかっこう蕃ゆうしょく

蒜3。蒜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川島町学校給食センター 

日 �曜 �■　こ　　だて　　い ��－おもなしょく　んめい ���えいようりょう 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 �からだのちょうしをととのえるもの 一■慮－ �エネルギー 　kaI �たんばく賓 　t 

1 �金 �わかめごはん �けんらんじる �ぎゅうにゅう　あぶらあけ �わかめご鯵ん　あぶら �しぽっ　にんじん　しんにや＜ �小学生 �小学生 
こいわしフライ（小②中③） �とうふ　こいわしフライ �じゃがいも　ごまあぶら �ねぎ　たまねぎ　えのきたけ �739 �28．3 

牛乳 �ぶたにくといとこんにゃくのにもの ふくまめ �ぶたにく　だいず �さとう �ピーマン �中学生 928 �中学生 34．9 

4 �月 �こはん 牛乳 �みそしる �ぎゅうにゅう　あぶらあげ �ご鯵ん　さつまいも　あJぷb �だいこん　にんじん　しめじ �713 886 �26．4 32．4 
わふうオムレツ �とうふ　みモ　オムレツ �さとうでんぷん 　　一■■サー �た　　　　　りlLこいこん 
きりほしだいこんのシャキシャキそぼろ あじつけのり �ぶたにくとりにく のり ��コーンこ手つ等 　　　■I 

5 �火 �じこなうどん 牛乳 �こくじるうどん　しる） �ぎゆうにゅう　ぶたに＜ �じしなっどん　　blb　さとつ �にんじん　　　　　い＿ん �688 877 �24．4 29．9 
しらたまぜんざい だいこんサラダ・ごまドレッシング �あぶらあげ　こんぶ　あずき �しらたまもら　ドレッシング �きゅうり 

6 �水 �こはん �にらたまじる さわらのさいきょうやき �ぎゅうにゆうたまご みぞぶたに＜ひじき �ご鯵ん　あぶら　さとつ �にんじんにbたまねぎ 　　やll �670 �31．5 ■　牛乳 �ぶたにくとひじきのいためもの ひとくらチーズ �さわらのさいきょうつけ チーズ ���799 �37．5　■ 

7 �木 �ツイストパン �ベーコンのスー �ゆうにゆう　ベーコン �ツイストパン　じゃがいも �にんじん　た　　ぎ　　やペツ �637 �24．4 
インディアンスパゲティー �ぶたにく �スパゲティー　あぶら �こ審つ等　しめじ　にんにく 

牛乳 �コーンサラダ ��さとう �トマトかん　コーン �811 �30．2 

8 �金 �ごはん 牛乳 �マ一m－どうふ �ゆうにゅう　ぶたに＜ �ご鯵ん　あぶら　さとつ �しょつが　にんにく　にんじん �711 912 �28．0 34．9 
やきぎょうざ（小②中③） さくさくサラダ・たまねぎドレッシング �みそ　とうふ　ぎょうざ �でんぷん　ごま　ドレッシング �たけのこ′ねぎにら えだまめキャベツきゅうり れんこん 

12 �火 �ホットちゅうかめん �しおラーメン（しる） �ぎゅうにゆう　やきぶた �ホットちゅうかめん　ごま �にんにく　しょつが　にんじん・ �671 �・26．9 
ココアあげパン ��コッペパン　ごまあJSてら �コーン　もやし　ねぎ　こ夢つ等 

牛乳 �きゅうりとキャベツのらゆうかあえ ��さとう　あぶら　ココア �きゅうり　キャベツ �＿843 �33．2 

13 �水 �すめし �とんじる �ぎゅうにゆう　ぶたに＜ �す鎖し　あぶら　じゃがいも �ごぼう　にんじん　こんにゃく �699 948 �28．7 
（セルフてまきずし） �いかスティック（小②中③） �とうふ　み蟹　のり ��ねぎ　こ手つぢ　うめしそ 

牛乳 �たまごスティック（小②中③） のりうめしそ いち一ヨーグルト（中のみ） �いかスティック たまごスティック いちごヨーグルト ����36．8 

14 �木 �＜ろパン �　L ABCス－プ �ぎゅうにゆう �＜ろパン　あぶら　マカロニ �たまねぎ　にんじん＿キャベツ �662 �21．0 
ハートのコロッケ・ソース �だいず　いんけんまめ �ハートのコロッケ　ードレッシング �こ夢つ等　えだまめ 

牛乳 �ピーンズサラダ・やさいドレッシング チョコプリン �フランクフルト �チョコプリン ��927 �27．2 

15 �金 �むぎごはん �てづくりカレー �ゆうにゆう　ぶたにく �むきご鯵ん　あぶb　じゃがいも �しんに＜　しょつが　たまね �71tS �24．0 
とうふナゲット（小①中②） �チーズ　ヨーグルト �バター　こむきこ　くろざとう �こんじん　トマトかん　キャベツ 

牛乳 �かいそうサラダ・パンバンジードレッシング �かいそうミックス とうふナゲット �ココア　ドレッシング �オニオンソテーすりおろしりんご きゅうり �917 �29．7 

18 �月 �こはん �ごまみそしる �ぎゅうにゅう　とうふ �ご鯵ん　あぶら　じゃがいも �ごぼう　にんじん　ねぎ �651 �24．0 
ハンバーグうめボンソース �み蟹　ハンバーグ �ごま　オリーブオイル　さとう �こ夢つ等　うめぼし　レモンじる 

牛乳 �ごぼうサラダ ��さんおんとう、ごまあJSiら うめシロップ �きゅうりコーン 　一■オー �797 �29．4 

19 �火 �じこなうどん �けんらんうどん（しる） �ぎゅうにゆう　あぶらあげ �じこなうどん　あぶら �こんじん　」ぽっ　だいこん �645 �26．5 
たらのフリッター（小②中③） �たらのフリッター �さといも　ごま　さとう �まししいたけ　ねぎ＿ 

牛乳 �■・． キヤ＿ベツのごまあえ ���キャベツ　きゅうり �817 �33．5 

20 �水 �こはん 牛乳 �ちゅうかふうわかめスープ �ぎゅうにゅう　とうふ �ご鯵ん　ごま　あぶら �コーン　にんじん　たまねぎ �638 796 �27．1 
‾くだんこのあまずあん（小②中③） �わかめ　にくだんご �さとう　でんぷん �はくさい　キムチ　だいずもやし 
し＿　し■ ぶたにくとキムチのいためもの �ぶたにく ����34．1 

2■1 �木 �こともパンスライス �ホワイトシチュー �コーヒーミルク（セレクト） �こともパン　あぶら　こむぎこ �りん」ジュース（セレクト） �689 �26．0 
（セレクトドリンク） �とんかつ・ソース �いちごミルク（セレクト） �じゃがいも　パター �たまねぎ　にんじん　キャベツ 
コーヒーミルク いちごミルク りんごジュース �シャキシャキキャベツ スライスチーズ（中のみ） �ぎゅうにゅうとりにく スキムミルクなまクリーム チーズとんかつ �オリーブオイル ��921 �34．4 

22 �金 �ごはん �じゃがいものそぼろに �ぎゅうにゅう　ぶたに＜ �ご鯵ん　あぶら　じゃがいも �しょうが　にんじん　たまねぎ �654 �26．9 
とりにくのみそつけやき �とりにく　みそ �さとう　でんぷん �たけのこ　しらたき　えだまめ 

牛乳 �ぽんかん ��ごまあぶら �にんにく　ぽんかん �783 �32．3 

25 �月 �こはん 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 �キャベツ　ごぼう　にんじん �712 863 �27．1 32．7 
さばのごまみそかけ こも＜きんぴら �みぞ　さば　ぶたに＜ �さとう �こんにゃく　ほししいたけ 

26 �火 �ホットちゆうかめん �しょうゆラーメン（しる） �ぎゅうにゆう　やきぶた �ホットらゆうかめん　あぶら �こんに＜　たけのこ　コーン �641 �26．7 
しゆうまい（小②中③） �しゆうまい �さとう　ごまあぶら　ラーゆ �．もやし　ねぎ　こ夢つ等 

牛乳 �きりぽしだいこんのナムル アーモンドこざかな（中のみ） �かたくらいわし �アーモンド �きりぽしだいこんにんじん だいずもやし膵うれん蟹う �851 �35．9 

27水 28木 19回 と 済無蓋▲萱＿努 々■■‾苛ま も ＿‾電タ ��ソフトフランスパン 　牛乳 �むさしのシチュー とりのからあげ いちご（小②中②） 　‾ザト �ぎゅうにゆうとりにく スキムミルクなまクリーム �ソフトフランスパンあぶら さつまいもバターこむきこ でんぷんプリン（中3）， ティラミス（中3） �たまねぎにんじんしょうが にんにくいちご オレンジ（中3） �甲8 819 �26．8 32．7 

ちやめし �中3セレクト丁一 にこみおでん �ぎゅうにゆう　こんぶ �　、 らや仇し　じゃがいも �こんじん　だいこん　こんにゃく �623 �29．8 
いかのスタミナやき �ちくわ　とびうおボール �ごまあぶら　ごま　さとう �しょうが　たま串ぎ　もやし 

毎L �まうれんそうのごまあえ �うずらたまご　いか � �揮うれんモう 、今月の平均栄喪摂取量 学校給食摂取基準 ○○000000000 用予定産地について 定産地・給食の写真をホームページに掲 ジアドレス 恍匹：〟www．towll．kaw坤ma・Sa肋mhjp 00000000000 �761 674 �36．4 26．5 
キャンディーチーズ（小②中③） �チーズ � 

※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。　　※痍字の食品は、川島町産の 

※毎月19日は りすぎ注意 �食膏の日です。家庭でも「食」につ ！糖分・脂質・ 味にしたりしことりすぎに注意 �いて話してみませんか？ 塩分 とりすぎは肥満日．「 などの原因にな 　＝‾歪 �食材を使っています。 、「・と ．＿＝■毎． ヽ．：l 　ホームペ ��85833．0 24 640王18～32） 30 820（25～40） 0000‾00 ‡て肇 


