
給食献
平成30年度

かわじまらよ

今月の目標
きゅうしょ＜について

いちねんを

ふりかえってみよう

川島町立学校給食センター

日 �曜 �こんだてめい ��おもなしょ＜ひんめい ���えいようりょう 
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 �エネルギー 　kGaI �たんばく質 　点． 

1 �金 �ちらしずし �すましじる �ぎゅうにゅう　とうふ �すめし・もものはなゼリー・ �にんじん　ほししいたけ　ねぎ �小学生 �小学生 （すめし） �はながだとうふハンバーグ �とりにく　とうふハンバーグ �あぶら　さとう　でんぷん �みつば　えのきたけ　‾たけのこ �666 �24．．7 
・牛乳 �ららしずしのぐ ���ごぼう　れんこん　えだまめ �中学生 �中学生 

もものはなゼリー ���かんぴょう �810 �30．8 

4 �月 �こはん 牛乳． �みそしる �ぎゅうにゅう　あぶらあけ �ご鯵ん　■あぶら　さとう �にんじん　だいこん　はくさい �612 750 �27．5 34．5 さわらのかすつけ、 ごぼうとぶたにくのピリからいため こんぶいりこざかな（申のみ） �みぞさわらのかすつけ ぶたにくかたくらいわし こんぶ �ごまあぶら �ねぎ　ごぼう　こんにゃく 

5 �火 �じこなうどん ・、牛乳 �ほうとうふううどん（しる） �ぎゅうにゆう　ぶたに＜ �じこなうどん．あぶら‾　たこやき �ごぼう　だいこん　にんじん �600 �24．1 たこがたたこやき �あぶらあけ　こんぶ �ごま　ドレッシング �かぼちゃ　ねぎ　ほししいたけ 
ごまぴたし・あおじそドレッシング ヨーグルト（申のみ） �みぞ　ヨーグルト ��こまつな　もやし �784・ �31．7 

6 �水 �ごほん 牛乳 �キムチスープ �ぎゅうにゆう　ぶたにく �こ鯵んあぶら　ごまあぶら �ほししいたけ　キムチ　キャベツ �648 789 �30．3■ 37．0 とりにくのマヨごまやき �とうふ　みモ　とりにく �さとう　マヨネーズ（エッグフリー） �にんにく　しょうが　たまねぎ 
いためビーフン �えび �ごま　ビーフン �ねぎ　にんじん　もやし 

7 �木 �・はちみつパン 　牛乳 �キャロットポタージュ �ぎゅうにゅう　ベーコン �はちみつパン　あぶら　パター �たまねぎ　にんじん　コーン �652 902 �22．2 29．2 てプくりアメリカシドック・ケチャップ デコボン �なまクリーム　フランクフルト �こむぎこ �デコボン 

8 �金 �むきこはん 牛乳 �トマトカレー �ぎゅうにゅう　ぶたにく �むぎご鯵ん　あぶら　ごま �にんにく　しょうが　たまねぎ �729 921 �27．6 ・35．3 チキンナゲット（小①中②） �チーズ　ヨーグルト �さとう　ごまあぶら　こむぎこ �にんじん　トマトオニオンソテー 
みずなのサラダ �チキンナゲット �パター．．＜ちぎとうココア じゃがいも �トマトかんすりおろしりんご だいこんみずな 

11 �月 �こはん 牛乳 �とんじる �ぎゆうにゅう　ぶたに＜ �こ鯵ん　あぶら　じゃがいも �ごぼう‾にんじん　ねぎ　こまつな �69草 868 �24．9 30．5■ コロッケ・ソース とりにくとひじきのいためもの �とうふみととりにく ひじき　卜 �コロッケ　さとう　ごま �たまねぎ　こんにゃく 

12 �火 �ホットらゆうかめん 　牛乳 �チャーシューメンくしる） �ぎゅうにゅう　やきぶた �ホットちゅうかめん　あぶら �にんじん　もやし　たけのこ　－＿ �583 798 �26．8 37．2 にらまんじゆう（小①中②） ナムル ひとくらチーズ（中のみ） �にらまんじゆう　チーズ �さとう　ごまあぶら　ラーゆ �ねぎ　だいずもやし　こまつな 

13 �水 �こはん 牛乳 �とうふのろゆうかに �ぎゅうにゆう　ぶたにく �ご鯵ん　ごまあぶら　さとう �しょうが　にんにく　にんじん �649 784 �30．5 36．8 いかのレせんふうやき きよみオレンジ �なると　とうふ　いか �でんぷん　あぶら �たまねぎこまつなねぎ きよみオレンジ 

14 �木 �くろパン 牛乳 �ポークピーンス �ぎゅうにゅう　ぶたにく �＜ろパン　あぶら　さとう �にんにく．セロリー　たまねぎ �687 908 �26．0 33．5 オムレツのチーズやき■ コールスロー �チーズ　オムレツ　■だいず �じゃがいもパターこむぎこ オリーフオイル �にんじん　トマトかん　キャベツ 

1戸 �金 �こはん 牛乳 �ろくせんに �ぎゅうにゅう　とりにく �ご鯵ん　あぶら　じゃがいも �にんにく　にんじん　たけのこ �638 �30．3 メバルのしろしょうゆやき �こおりどうふ　うずらたまご �さとう　ごまあぶら �ほししいたけ　こんにゃく 　　　　一　一一　●●－ 
きりぽしだいこんとぶたにくのカレー書んぴら �メバルしろしょうゆつけ ぶたに＜ ��きりぽしだいしん　しぽっ・ �776 �36．5 

18 �月 �こはん 牛乳 �なまあげとだいこんのみそに �ぎゅうにゆう　ぶたに＜ �ご鯵ん　あぶら　さとう �にんじん　だいこん　こんにゃく �699 873 �27．5 34．6 
にくだんこのあまからあんかけ仙l②中③） ごぼうサラダ・ごまドレッシング �あっあけ　み蟹　にくだんこ �でんぷん　ドレッシング �えだまめごぼうきゅうり コーン 

19 �火 �じi＝なうどん－ 牛乳 �わかめうどん（しる） �ぎゅうにゅう　とりにく �じこなうどん　じゃがいも �にんじん　ねぎ　＿こまつな �600 i768 �24．8 30．1 ネぴのてんぷら カラフルこふきいも ミニゼリー（中のみ⑳） �わかめrえびのてんぷら あぶらあげ �みかんゼリー　あぶら �きゅうり　えだまめ　コーン 

20 �水 �せ書はん・ごましお 牛革 �はるのかスープ �ぎゆうにゅう　とりにく �せきはん　こま　ドレッシング �なばな　たけのこ　にんじん �700 812 �29．9 35．8 ソフトカレイのだったあけ �ソフトカレイのたったあげ �とうにゅうプリンタルト　あぶら �えだまめ　キすべツ　きゅうり 
さくさくサラダ・たまねぎドレッシング とうにゅうプリンタルト �とうふ ��れんこん 

［司 
※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。※食事の食品は、川島町産の

※毎月19日は食青の白です。家庭でも「食」についてはなしてみませんか？
しょく　　じ

衰蘭蜜銑動静慧盈靡噂管
食事の大切さを理解して食べることができたかな7

3月は、1年間のしめくくりの月です。食生活についても、この1年間どうだったか、

ふり遭ってみましょう。できていなかったところは、なぜできなかったのかを一緒に考え、

これからできるようになれるよう、ご家庭でも声がけをしてあげてください。

竪琴宗雲量整恕　芸準監芸

食材を使っています。
今月の平均栄養摂取量 �654 �26．9 

825 �33．8 

学校給食摂取基準 �640　＿ �24・ （18－32） 
820 �30 （25一一40） 

ド冊惰欄僧惰惰竹筒・？簡惰……闊拇∵相川∵㌣腋僧僧牒…”檜笥

暮ひ幹事つりの誌
‡ひなまつりには、おひな様と一緒にひなあられやひしもちを

暮飾りますね。ひなあられやひしもちの色づかいにも意味があり、

暮ただの飾りではないのやす。

蓼　ひなあられやひしももは、ピンク、白、緑の3色を使ってある

‡ことが多いですが、ピンクは桃の花を表し、健康を祝い、白は残雪から

f清らかさを表します。そして緑は春の若草を表します。この3色は雪が漸ナ

ト草花が目覚める春の喜びをあらわしてしナます。　も
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食材の使用予定産地について‾ � � � 
★食材の使用予定産地をホームページに掲 �載しています。 � � 

ホームペ⊥ジアドレス　　　https：〝 �Ⅵ仙W．tOWn．kaw坤m �さ．sai也m �ajp／ 


