
今月の目標

ただしい　しせいで

しょくじを　しよう

へいせい　　　　　ねんと かわじままらかっこうきゅうしょ＜

平成29年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Jl ンター

日 �曜 �こんだてめい ��おもなしょくひんめい ���えいようりょう しゅしょく 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 �からだのらようしをととのえるもの �エネルギー kcさl �たんばく貫 　g 

4 �月 �こはん 牛乳 �じゃがいもとベーコンのスープ �ぎゅうにゅう �ご鯵ん �にんじん　たまねぎ　しめじ �666 832 �21．8 26．8 てりやきハンバーグ マカロニサラダ・マヨネーズ �ベーコン　ハンバーグ �じゃがいもあぶらさとう でんぷんマカロニ マヨネーズ �きゅうり　コ」ン 

5 �火 �じこなうどん 牛乳 �すったてふうつけじる �ぎゅうにゅう �じこなうどん �たまねぎ　きゅうり　しぞ �683 877 �24．6 30．7 えだまめフリッター（小②中③） ミニトマト（小②中②） ミニゼリー（小の中②） �みぞ �ごまさとう あぶらぶどうゼリー えだまめフリッター �ミニトマト 

6 �・水 �こはん 牛乳 �とんじる　＿ �ぎゅうにゅう �ご鯵ん �だいこん　にんじん �681 �25．9 さばのねぎみそやき �ぶたに＜　ひじき �あぶら　さとう　ごま �こんにゃく　お吉　ごぼう 
ひじききんぴら・ �とうふみモぶたに＜ さばのねぎみそつけ �じゃがいも ��835 �31．．1 

7 �木 �ナン �クラムチャウダー �ぎゅうにゆう �ナン �にんじん　たまねぎ �650 �26．8 ドライカレー �ベーコン　あさり　ぶたに＜ �あぶら　じゃがいも　バター �パセリ．にんにく　しょうが 
牛乳 �さくさくサラダ・たまねぎドレッシング �だいず　チーズ �こむぎこ　パンこ　こま �コーン　えだまめ　キャベツ　きゅうり �871 �36．1 

ひとくらチーズ（中） �スキムミルク �ドレッシング �れんこん 

8 �金 �こはん 牛乳 �じゃがいものそぼろに �ぎゅうにゅう �ご鯵ん �しょうが　にんじん �683 �23．7 ごまつくね（小②中③）■ �ぶたにく　ごまつくね �あぶら　じゃがいも　さとう �たまねぎ　しらたき　たけのこ 
キャベツのごまあえ �みそ �でんぷん　しま �キャベツ　きゅつり �869 �29．5 

11 �月 �こはん 牛乳 �みそしる �ぎゅうにゅう �ご鯵ん �こんじん　たまねぎ �626 �25．0 オムレツのミートソース �わかめ　みぞ　オムレツ �じゃがいも　あぶら　さとう �トマトかん　こまつな 
ひじきのしっとりふりかけ �ぶたに＜ちりめんじゃこ ひじきかつおぶし �しま　さんおんとつ ��758 �29．5 

12 �火 �ホットらゆうかめん 　牛乳 �もやしラーメン（しる） �ぎゅうにゆう �ホットちゅうかめん �こんじん　もやし　たけのこ �635 �24．1 くろごまきなこあげパン �やきぶた　きなこ �あぶら　コッペパン　さとう �にら　ねぎ　きりぽしだいこん 
きりぽしだいこんのサラダ ��ごま　さんおんとう �こまつな �782 �29．2 

13 �水 �こはん． 牛乳 �てつくりカレー �ぎゅうにゅう �ご鯵ん　こむぎこ �にんにく　しょうが �683 �25．8 シーフードナゲット（小②中②） �JSiだにく　チーズ �あぶら　じゃがいも　パター �たまねぎ　にんじん　トマトかん 
かいそうサラダりてンバンジードレッシング �ヨーグルトかいそうミックス シーフードナゲット �くろざとう　ココア　ドレッシング �オニオンリア－　キャベツ　きゅつり �826 �29．7 

14 �木 �やまがたしょ＜パン �ミネストローネ �ぎゅうにゅう �やまがたしょ＜パン　あぶら �こんにく　たまねぎ　セロリー �672 �27．4 とりにくのいちじくソースかけ �とりにく　ベーコン �オリーブオイル �こんじんトマトかん　キャベツ 　　　　　　　　　帆　‾ 
牛乳 �コールスロー・やさいドレッシング ��さとうじゃがいもでんぷん ドレッシングチョコクリーム �パセリいちじくレモンかじゅつ きゅうり �858 �36．0 

15 �金 �こはん �とうがんのみそしる �ぎゅにゅう �ご捗ん �こんじん　とうがん �643 �24．6 さんまのしょうがに �みぞ　さんま　こんぶ �あぶら　さんおんとう　ごま �ねぎ　レモンかじゆう　うめぼし 
牛乳 �ごまぴたし・あおじそドレッシング �あぶらあげ �ドレッシング �こまつな　もやし　しょうが �757 �27．8 

19 �火 �じこなうどん 牛乳 �さのこじる（しる） �ぎゅうにゅう �じこなうどん �まししいたけ　しめじ　ねぎ �626 �2j．1 かきあげ �ぶたにく　あぶらあげ �あぶら　さとう　ごま �まうれんそう 
こんにゃくのごまあえ ��やさいかきあげ �こんにゃく　もやし　にんじん �767 �25．4 

20 �水 �こはん �ブんらんじる �ぎゅうにゆう �ご鯵ん　じゃがいも �こほう　にんじん　こんにゃく �624 �26．8 
とりにくのみそつけやき �あぶらあげ　とうふ �あぶら　ごまあぶら �こまつな　にんにく　たまねぎ 

牛乳 �あきのかおりごはんのぐ �とりにく　みそ �さつまいも　さとう �しめじ　ほししいたけ　かんぴょう �764 �32．3 

l ㌢21 ト �木 �コッペパン 牛乳 �かぼちゃのシチュー �ぎゅうにゅう �コッペパンスライス �たまねぎ　にんじん　かぼちゃ �631 �24．8 
フランクフルトのケチャップソースかけ �とりにく　フランクフルト �あぶら　パター　こむぎこ �トマトかん　キャベツ 
シャキシャキキャベツ �スキムミルク　なまクリーム �さとつ　オリーブオイル ��889 �34．6 

≡22 �金 �すめし �かみなりじる �ぎゅうにゅう �すめし �こんにゃく　たまねぎ　にんじん �643 �25．4 （セルフてまきずし） �いかたったスティック（小②中③） �ぶたにく　とうふ　かつおぶし �あぶら　さとう �まししいたけ　ねぎ　こまつな 

牛乳 �きゅうりのうめかつおあえ ラフランスヨーグルト �いかだったスティックのり ラフランスヨーグルト ��きゅつり　つめぼし �784 �31．0 

25 �月 �こ。はん �みそしる �ぎゆうにゅう �ご鯵ん �にんじん　だいこん �667 �27．2 
さけのみそマヨネーズやき �あぶらあげ　みぞ　さけ �さつまいも　さとう　あぶら �ごぼう 

牛乳 �ごぼうとぶたにくのピリからいため �ぶたにく �マヨネーズ（エッグフリー） ごまあぶら ��819 �32．6 

26 �火 �ホットちゅうかめん �みそラーメン（しる） �ぎゆうにゅう �ホットらゆうかめん �こんに＜　しょうが　にんじん �675 �24．6 
はるまき �ぶたにく　みそ �あぶら・くろざとう �コーン　キャベツ　にら　ねぎ 

牛乳 �きりぽしだいこんのナムル �はるまき �ごまさとうごまあぶら ラーゆ �きりぽしだいこんだいずもやし こまつな �833 �29．8 

27 �水 �こはん �マーボーどうふ �ぎゅうにゆう �ご鯵ん �しょうが■にんにく �683 �27．6 
しゅうまい（小②中②） �ぶたにく　みそ　とうふ �あぶら　さとう　でんぷん �こんじん　たけのこ　ねぎ　にら 

牛乳 �ちゅうかサラダ �しゅうまい �ごまあぶら ラーゆ �キャベツ　きゅうり �817 �32．4 

28 �木 �ツイストパン �ミートボールのスープ �ぎゅうにゅう �ツイストパン �こんじん　だいこん　はくさい・ �637 �21．4 
スパゲティナポリタン �ミートボール　ベーコン �オリーブオイル　さとう �たまねぎ　エリンギ　ピーマン 

牛乳 �フルーツヨーグルトあえ �ヨーグルト �スパゲティ　ナタデココ �トマトかんりんごかんももかん にんにく �837 �27．9 

29 �金 �こはん �てつくりハッシュドポーク �ぎゅうにゅう �ご膳ん �こんに＜　たまねぎ　にんじん �663 �25．2 
ベーコンとキャベツのソテー �ぶたにく　ベーコン �あぶら　ココア　バター �エリンギ　ギヤベッ　チンゲンサイ 

、牛乳 �きょほう（小②中②） ��こむぎこ　グラニューとう �きょほう �812 �30．6 

∃ 
※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。　※素手の食品は、川島町産の

※毎月19日は食青の日です。家庭でも「食」についてはなしてみませんか？
食材を使っています。

今月の平均栄養摂取量 �656 �24．9 
820 �30．0 

★食材の使用予定産地・給食の写真をホームページに掲載しています。 
ホームページアドレス　http：／／vvvvvv．town．kawajima．saitama．jp／ 

☆9月の献立より☆　14日「とりにくのいちじくソースかけ」‥川島町産のいちじくを使用します。

川島町の特鮎いちじく

640 �24 
（18～32） 

820 �30 
（25－40） 

★「いちじく」について
出回る時季は8月～10月です。
いちじくは「無花果」と書きますが、花が無いわけではありません。
実の中に小さな花をつけるため、外からは見えないのです。
いちじくを半分に切ると、赤いツプツプがたくさんつまっています。それが花です。

花の部分によって、独特の食感を生みだしています。
いちじくはペクチンという食物繊維が多く含まれていて、整腸作用や美肌効果が期待できます。

また、カリウムも豊富で、余分な塩分を体の外に出すことから、むくみ予防や高血圧症にもよいとされています。


