
今月の目標

ただしい　しせいで

しょくじを　しよう

かわじままちかっこうきゆうしょく

平成30年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川島町学校給食センター 

・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め �からだのらようしをととのえるもの �エネルギー 　kcal �たんばく質 　g 

4 �火 �ホットちゅうかめん �わかめラーメン、（しる） �ぎゅうにゆう　なると �ホットらゆうかめん　あぶら �にんじん　コーン　ねぎ �631 �27．5 しゆうまい　小　中3） �ぶたに＜　わかめ �ごまあぶら　ドレッシング �きりぽしだいこん　こまつな 
牛乳 �きりぽしだいこんのナムル・ナムルドレッシング アーモンドこざかな（中のみ） �　L Lゆうまい力＼たくらいわし �アーモンド �だいずもやし �・841 �37．0 

5 �水 �ごほん 牛乳 �とうがんのみそしる �ぎゅうにゅう　あぶらあげ �三拝ん　あぶら �にんじん　とうがん　ねぎ �658 797 �26．0 さlのしお �み　　さlのしお �さとう �たまねぎ 
ぶたにくとひじきのいためもの �ふたにく　ひじき ����31．1 

6 �木 �こともパンスライス 　牛乳 �オニオンスープ �ぎゅうにゅう　ベーコン �こともパン　あぶら �たまねぎ　にんじん　オニオンソテー �588 753 �24．3 2凱9 チ　ン　ツ・ソース �チキンカツ �オリー　オイル �パセリ　キャベツ 
シャキシャキキャベツ ミニぶどうゼリー（小の中②） ��ぶどうゼリー 

7 �金 �むぎこはん �なつやさいカレー �ぎゅうにゅう　ぶたに＜ �むぎご鯵ん　あぶら　バター �にんにく　しょうが　たまねぎ �726 �24．3 フラン　フル �チー‾　ヨー　ル �こ　　こ　ココア �にんじん　　二オンソテー　トマト 
牛乳 �かいそうサラダ・パンパンジードレッシング �フランクフルト かいそうミックス �くるざとう　ドレッシング �りんごか寧ろゃズッキーニ なすピーマンもやしきゅうり �902 �30．0 

10 �月 �こはん �マーボーどうふ �ぎゅうにゅう　ぶたに＜ �ご鯵ん　あぶら　さとう �しょうが　にんにく　にんじん �682 �24．2 l �みそ　とうふ　はるまき �でんぷん　ごまあぶら　ごま �たlのこ　　　　にら　　ゆう 
牛乳 �きゅうりとキャベツのちゅうかあえ ���」 キャベツ �847 �30．0 

11 �火 �じこなうどん �なすのかけじる（しる） �ぎゅうにゅう　ぶたに＜ �じこなうどん　あぶら　さとう �なす　ほししいたけ　ねぎ �657 �25．4 
一こ　片一一こ �ぶらl �ごま　ドレッシング �こ　つな　　　し　　ゆう 

牛乳 �L　L＿ll ごまぴたし・あおじそドレッシング ヨ－クルト �　　　し．」 ヨ－クルト ��にんじん �777 �30．1 

12 �水 �わかめこはん �すましじる �ぎゅうにゅう　なると �わかめご惨ん　あぶら �にんじん　ほししいたけ �836 �25．4 メン　カツ・ソース �うふ　　　に �ごまあぶら　ごま �えの　一l　　　　　つJ 
牛乳 �‾こまつなともやしのいためもの �　　　L＿ メンチカツ ��　　し もやしこまつな �795 �32．2 

13 �木 �＜ろパン’ �ミネストローネ �ぎゅうにゅう　ベーコン �＜ろパン　オリーブオイル �こんに＜　たまねぎ　セロリー �592 �24．7 ハンバー　のい　じくソースかけ �だいず　ハンバーグ �さとう　じゃがい �こんじん　　マ　かん　パセリ 
牛乳 （中250cc） �コールスロー・フレンチドレッシング ��あぶら　ドレッシング　‾ �いちじくレモンじるキャベツ きゅうり �789 �32，6 

14 �金 �こはん 牛乳 �かきたまじる �ぎゅうにゆう　とうふ �ご鯵ん　でんぷん　さんおんとう �こんじん　ねぎ　こまつな �629 741 �25．6 さんまのしょうがに �たまご　さんま �ごまあぶら　ごま　さとう �しょうが　うめぼし　レモンじる L＿ きんぴらごぼう �し こんぶ ��ごぼう 　＼ ��28．8 

18 �火 �ホットちゅうかめん �みそラーメン（しる） �ぎゅうにゅう　ぶたに＜ �ホットらゆうかめん　あぶら �…憲左京…三軍喜器量ん �703 �27．5 
一　　な‾　　てン �みそ・きなこ �う　‾　　コッペでン 

牛乳 �」　し きりぽしだいこんのサラダ ��　　し くろごまさんおんとう さとう ��896 �34．1 

19 �水 �あきのかおりごはん �かみなりじる �ぎゅうにゅう　ぶたに＜ �ご鯵ん　ごまあぶら �たまねぎ　にんじん　ねぎ �659 �28．8 （ごはん） �シルバーのさいきょうやき �とうふ　とりにく �あぶら　さつまいも �こまつな　しめじ　ほししいたけ 
牛乳 �あきのかおりごはんのぐ �シルバーさいきょうつけ �さとう　ごま �かんぴょう　こんにゃく �798 �34．6 

20 �木 �ナン �キャロットポタージュ �ぎゅうにゅう　ベーコン �ナン　あぶら　パター �たまねぎ　にんじん　コーン �623 �25．7 
●ライカレー �な　　リーム　ぶ一に �こ、こ　パンこ �こ　に　　しょうが　　ヤベツ 

牛乳 �イダ」アンサラダ・イタリアンドレッシング ひとくらチーズ（中のみ） �　　　　l＿．． だいずチ－ズ �ドレッシング �きゅうり　あかピーマン �837 �34．6 

21 �金 �ごほん �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　ごまあぶら �しょうが　にんじん　たまねぎ �624 �26．1 
l �とりにく　みそ �‘や†1　　　う �一iのこ　え一　　　L　L 

牛乳 �　」 キャベツのごまあえ ��でんぷん　ごま �1．＿　　　し キャベツきゅうり　しらたき �760 �31．4 

25 �火 �じこなうどん �おっきみうどん（しる） �ぎゅうにゅう　ぶたに＜ �じこなうどん　あぶら　さといも �こんじん　だいこん　ねぎ �693 �24．8 のい　べl　‖1 �こんぶ　ちくわ　あおのり �・－1－　－ L　　t＿　」 �ししい一l　　　L 

牛乳 �こんにゃくのごまあえ おっきみだんご ��さとう　おっきみだんご �　　し＿ こんにゃく �852 �30．′1 

26 �水 �こはん 牛乳 �さつまいものみそしる �ぎゅうにゅう　とうふ �ご鯵ん　さつまいも　あぶら �だいこん　にんじん　レモンじる �661 802 �26．5 じのレモンソースかl �ぶらl　み　　ぶたに＜ �さとう　ごまあぶら �ごぼう　こんにゃく 
ごぼうとぶたにくのピリからいため �　　　　　　LL＿ あじのでんぷんつき ����31．9 

27 �木 �ツイストパン �ベーコンのスープ �ぎゅうにゅう　ベーコン �ツイストパン　あぶら �こんじん　たまねぎ　コーン �630 �21．1 スパ　ティ／＼リ　ン �フランクフルト �リー　オイル　　　う �ヤベッ　チン　ン　イ　に　に 
牛乳 （中250cc） �ミックスフルーツ ��スパゲティレモンゼリー ナタデココ �エリンギピーマントマトかん ももかんりんごかん �834 �27．2 

28 �金 �こはん 牛乳 �てつくりハッシュドポーク �ぎゅうにゆう　ぶたに＜ �ご鯵ん　あぶら　クラニューとう �こんに＜　たまねぎ　にんじん �746 928 �28．0 34．6 オムレツのチーズやき れいとうみかん �オムレツ　チーズ �ココア　パター　こむきこ �エリンギ　みかん 

17回 ��★中学生のみ13日・27日は、牛乳が250mlになります。 ����今月の平均栄養摂取量 �655 �25．6 
※太字の食品は、川島町産の食材を使っています。 �����821 �31．8 

※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， �������640 �24 18－32 

※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？ �������820 �30 （25～40） 

☆9月の献立より☆　13日「ハンバーグ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。

★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：／／vvww．tovvn．kavvajima．saitama．jp／


