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日 �．確 �こんだてめい ��おも覆しょ＜ひんめい ���ーえいようりょつ しゅしょ＜ のみもの・ �お　か　ず �からだをつくるもの �ねつやちからになるもの �からだのちょうしをととの見るもの �エネルギー kGd �たんばく薫 　g 

5 �月 �すめし �かみなりじる �ぎゆうにゆう　のり �す虚し　あぶら　ごまあぶら �たまねぎ　にんじん　ほししいたけ �667 �25．5 
（セルフてまきずし） �のり　ツナマヨネーズ �ぶたにく　とうふ ��ねぎ　こまつな　きゅつり 

牛乳 �きゅうりスティック（小②中②） いかスティック（小②中②） �いかスティック ツナマヨネーズ ���816 �29．8 

6 �火 �じこ琴うどん �カレーなんばん（しる） �ぎゅうにゆう �じこなうどん　あぶら �たまねぎ　にんじん　ねぎ �657 �22．2・ 
やさいしゆうまい（小1～2①小3～中②） �ぶたに＜　あぶらあけ �クラニューとう　カレールー �りんごかん　ラフランスかん　パインかん 

牛乳 �にほんのくだものスペシャルミックス �やさいしゆうまい �でんぷん　ナタデココ �ももかん　レモンかじゆう �815 �28．7 

7 �水 �こはん �とうふとえびのこも＜いため �ぎゅうにゆう　えび　とうふ �ご鯵ん　あぶら �しょうが　にんにく　にんじん　ねぎ �＿　665 �24．7 
にくだんこのあまずあんかけ（小②中③） �にくだんこ �でんぷん　さとう　ごま �たけのこ　たまねぎ　ほししいたけ 

牛乳 �さくさくサラダ・たまねぎドレッシング ��ドレッシング �チンケンサイきゅうり キャベツれんこん �860 �31．2 

8 �木 �こともパンスライス 牛乳 （中250ml） �パンフ等ンポタージュ �ぎゆうにゆう �こともパン　こめこ　バター �たまねぎ　かぼちゃ　パセリ　にんじん �612 r810 �20．1 30．3 
トマトグラタン �スキムミルク　とりにく �クラニューとう　あぶら �い亨じく　レモンかじゆう 
アップルシャーベット てづくりいちじくジャム（小） スライスチーズ（中） �グラタン　チーズ（中） ��アップルシャーベット 

9 �金 �むきこはん 牛乳 �わかめスープ �ぎゅうにゆう　とうふ �むきご鯵ん　あぶら　ごま �たまねぎ　しょうが　にんにく �61亭 �24．2 スタミナやきにく �なると　わかめ �でんぷん　さとう �こんじん　もやし　にら 
きょほう（小②中②） �ぶたにく ��亡■揮う �751 �29．3 

12 �月 �こはん 牛乳 �こおりどうふのたまことじ �ぎゅうにゅう　とりにく �ご繍ん　あぶら　ごま　さとう �にんじん　こぼう　えだまめ　しめじ �699 �29．8 わふうきのこハンバーグ �こおりどうふ　たまご �でんぷん　じゃがいも �だいこん　こまつな　もやし 
ごまぴたし・あおじそドレッシング �ハンバーグ �ドレッシング ��．801 �37．7 

13 �火 �ホットちゅうかめん 　牛乳 �もやしラーメン（しる） �ぎゅうにゅう　やきぶた �ホットちゅうかめん　＜ろごま �こんじん　もやし　たけのこ　にら �602 772 �24．0 30．0 ＜ろ亡まきなこあけパン かいそうサラダ・パンパンジードレッシング �きなこ　かいそうミックス �さとうあぶらコッペパン ドレッシング �ねぎ　きゅうり　キャベツ 

14 �水 �はちみつパン 牛乳 �謀るさめとにくだんこのスープ �ぎゆうにゅう　にくだんこ �はちみつパン　はるさめ �にんじん　キャベツ　きくらげ �652 �19．9 やきそば �ぶたに＜　チーズ �むしちゆうかめん　あぶら �チンゲンサイ　ねぎ 
あんにんどうふ ひとくちチーズ ��あんにんどうふ �パインかんみかんかん りんごかん �843 �24．4 

15 �木 �こはん �さといものそぼろに �ぎゅうにゅう　とりにく �ご鯵ん　あぶら　さとう �しょうが　にんじん　たまねぎ �711 �24．3‾ さばのじふやき �さばのじぶつけ �でんぷん　さといも �だいこん　えだまめ　きりぽしだいこん 
牛乳 �きりぽしだいこんのサラタ おっきみゼリー ��おっきみゼリー �もやし　こまつな �904 �29．0 

16 �金 �むきこはん �てつくりカレー �ぎゆうにゆう　ぶたに＜ �むぎご鯵ん　＜ちぎとう �こんに＜　しょうが　たまねぎ　にんじん‾ �687 �22．0 わかさきフリッター �わかさきフリッター　チーズ �あぶら　バター �オニオンソテー　トマトかん 
牛乳 （中250ml） �ミニトマト（小②中②） �ヨーグルト �じゃがいもこむきこ ココア・ �ミニトマト　すりおろしりんご �901 �29．0 

20 �火 �じこなうどん 牛乳 �さのこじる（しる） �ぎゅうにゆう　ぶたに＜ �じこなうどん　あぶら　ごま �しめじ　ほししいたけ　ねぎ　こまつな �612 774 �24．6 30．6 さつまいもとこさかなのにしょ＜あけ こんにゃくのごまあえ �あぶらあげ　かたくらいわし �さつまいも　さとう �もやし　こんにゃく　にんじん 

21 �水 �こはん 牛乳 �にくじゃが �ぎゅうにゆう　ぶたにく �ご鯵ん　あぶら　ごま　さとう �しらたき　にんじん　たまねぎ �671 �27．1 ひじきのしっとりふりかけ �チキンちぎりあけ　みそ �じゃがいも　さんおんとう �たけのこ　こまつな　えだまめ 
ちぎりあげのあまみそがけ 　　　（小②中③） �かつおぶしちりめんじゃこ ひじき ��ほししいたけ �860 �33．9 

23 �金 �こはん �オニオンスープ �きゅうにゆう　とりにく �ご鯵ん　あぶら　ごまあぶら �こんに＜　たまねぎ　にんじん �853 �26．0 （チキンライス） �チキンライスのぐ �ぶたレバー　チーズ（中） �さとう �ピーマン　エリンギ　オニオンソテー 
牛乳 �レバーのバーベキューソース キャンディーチーズ（中③） �ベーコン ��パセリ �877 �36．1 

26 �月 �こはん �じゃがもちスープ �ぎゅうにゅう　ぶたに＜ �ご鯵ん‾　じゃがいももら　あぶら �ごぼう　にんじん　ねぎ　ほうれんそう �707 �28．3 
（あきのかおりごほん） �あきのかおりこはんのぐ �とりにく　あぶらあけ �ごまあぶら　ごま　さとう �しめじ　ほししいたけ　えだまめ 

牛乳 �とりにくのマヨごまやき �こんぶ �マヨネーズ（エッグフリー） くり �にんにく　しょつが �890 �34．5 

27 �火 �ホットらゆうかめん �みそラーメン（しる） はるまき �ぎゅうにゆうみそはるまき かたくらいわし（中〉アーモンド（中） �ホットちゅうかめんあぶら ‾まあぶらさとう �しょうがにんじんにんにく キャベツもやしコーンねぎにら �644 �25．1 
牛乳 �ナムル アーモンドフィッシュ（中） �ぶたに＜ �」 ラ－ゆ �こまつな　だいずもやし �871 �33．0 

28 �水 �こはん 牛乳 �とうがんじる �ぎゅうにゆう　あぶらあけ �ご鯵ん　あぶら　ごま �にんじん　とうがん �617 755 �25．9 31．6 
ほつけのいちやぽしゃき れんこんとぶたにくのいためもの �ほつけぶたにくとりにく とうふ �さとう　ごまあぶら �ねぎ　こまつな　れんこん　こんにゃく 

29 �木 �コッペパンスライス 　牛乳 �やさいのスープに �ぎゅうにゅう �コッペパン　あぶら　オリーフオイル �にんじん．たまねぎ �670 773 �‾27．8 28．7 

チキンカツ・リース �チキンカツ　ウインナー �クラニューとう　じゃがいも �いちじく　レモンかじゆう 

ラフランスヨーグルト スライスチーズ（小） てつくりいちじくジャム（中） �チーズ（小） ラフランスヨーグルト �さとう・ �セロリー　トマトかん　キャベツ 

30 �金 �こはん 牛乳 �みそしる �ぎゅうにゅう　さんま　とうふ �ご鯵ん　さんおんとう　ふりかけ �しょうが　うめぼし　ねぎ　にんじん �棉2■■ �26．7 さんまのしょうがに �こんぶ　だいず　みモ �ドレッシング． �こまつな　レモンかじゆうー 
きゅうりとおまめのサラダ・やさいドレッシング ふり力＼け ���きゅうり　コーン　えだまめ �824 �30．6 

18回 ��※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。　※義手の食品は、川島町産の ����今月の平均栄養摂取霊 �857 �．24．l 
※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。 �����835 �31．0 

8噌 �24 （18・－32） 

★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。 
820 �30 （25－40） ホームページアドレス　http：／／www．town．kawajima．saitama．jp／ 

☆9月の献立より☆　小学校は8日、中学校は29日に、川島町産のいちじくを使った「手作りいちじくジャム」を実施します。

川島町の特産品いちじく ★「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、赤いツフツフ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。


