
きなこパン ぎゅうにゅう　きなこ パン　あぶら　さとう しお

とりにくのトマトに とりにく じゃがいも　あぶら　さとう たまねぎ　にんじん　しめじ　ブロッコリー チキンスープ　しお　こしょう　 魚介類
すりりんご ケチャップ　ウスターソース 海藻類

コールスローサラダ チキンハム ノンエッグマヨネーズ　さとう キャベツ　きゅうり　とうもろこし す　しお　こしょう ６５４，２５.９
ごはん ぎゅうにゅう ごはん

ぶたキムチ ぶたにく ごま　ごまあぶら はくさいキムチ　たまねぎ　にんじん　にら　キャベツ しょうゆ　しお　みりん 卵
にくだんごいりちゅうかスープ ミートボール　とうふ　ベーコン でんぷん　ごまあぶら たまねぎ　にんじん　きくらげ　チンゲンサイ チキンスープ　うすくちしょうゆ 果物

ちゅうかだし　しお　こしょう ６０８，２４.０
パン ぎゅうにゅう パン

ビーフシチュー ぎゅうにく　チーズ じゃがいも　あぶら　バター　はくりきこ たまねぎ　にんじん　グリンピース　マッシュルーム ウスターソース　トマトピューレ　ケチャップ 種実類
にんにく　すりりんご カレーこ　しお　こしょう　あかワイン　しょうゆ 小魚類

こまつなとベーコンのソテー ベーコン あぶら こまつな　にんじん　もやし しお　こしょう　しょうゆ ６１４，２３.２
ごはん　れいとうみかん ぎゅうにゅう ごはん みかん

さけのしおやき さけのしおやき いも類
うめがつおあえ かつおぶし さとう ほうれんそう　もやし　にんじん　ねりうめ しょうゆ 緑黄色野菜
キャベツのみそしる なまあげ　むぎみそ キャベツ　たまねぎ　にんじん　えのきたけ　ねぎ にぼしだし ６１７，２６.５
ごはん ぎゅうにゅう ごはん 魚介類
なまあげのそぼろに ぶたにく　なまあげ じゃがいも　こんにゃく　あぶら　さとう たまねぎ　にんじん　ほししいたけ　さやいんげん しょうゆ　うすくちしょうゆ　みりん　さけ 果物
こまつなのいそあえ のり さとう こまつな　もやし しょうゆ ５９８，２３.３
ライむぎパン ぎゅうにゅう パン　ライむぎ

あじのレモンふうみ あじ あぶら　さとう　でんぷん レモンかじゅう しょうゆ きのこ類
かみかみサラダ するめいか　しらすぼし ノンエッグマヨネーズ きゅうり　キャベツ しお　こしょう 野菜
カルちゃんスープ ベーコン　ぎゅうにゅう じゃがいも たまねぎ　にんじん　こまつな チキンスープ　コンソメ　しお　こしょう ６２３，２８.６
ビビンバ ぎゅうにゅう ごはん

（ごはん　ビビンバのぐ） ぎゅうにく　あかみそ　たまご あぶら　ごま　さとう　ごまあぶら にんじん　ほうれんそう みりん　さけ　しょうゆ　トウバンジャン 果物
わかめスープ ベーコン　とうふ　わかめ じゃがいも　ごまあぶら たまねぎ　えのきたけ　ねぎ チキンスープ　しょうゆ　しお　こしょう 乳・乳製品
ももゼリー ももゼリー ６２５，２３.１
パン　チョコパテ ぎゅうにゅう パン　チョコパテ

ポトフ とりにく　ウインナー じゃがいも キャベツ　たまねぎ　にんじん　しめじ チキンスープ　しょうゆ　こしょう たまご
ブロッコリー コンソメ　うすくちしょうゆ　しお 緑黄色野菜

ごぼうサラダ ロースハム ごま　ノンエッグマヨネーズ　さとう ごぼう　にんじん　きゅうり しょうゆ ６２１，２５.６
ごはん ぎゅうにゅう ごはん きのこ類
おやこに とりにく　なまあげ　たまご じゃがいも　さとう たまねぎ　にんじん　ねぎ さけ　しょうゆ　しお 魚介類
ほうれんそうのごまあえ ごま　さとう ほうれんそう　キャベツ しょうゆ ６１７，２５.１
ごはん ぎゅうにゅう ごはん

れんこだいのフライ れんこだいフライ あぶら いも類
きゅうりとわかめのすのもの わかめ　しらすぼし さとう きゅうり　きくらげ しょうゆ　す　しお 果物
じばさんみそしる とうふ　あぶらあげ　むぎみそ たまねぎ　にんじん　もやし　こまつな にぼしだし ６１８，２２.３
パン　おのちゃムース ぎゅうにゅう パン　おのちゃムース 種実類
とりにくのカラフルいため とりにく　むぎみそ あぶら　さとう なす　にんじん　きピーマン　ねぎ さけ　しお　こしょう　 海藻類
トマトとたまごのスープ とうふ　ベーコン　たまご たまねぎ　たけのこ　きくらげ　トマト チキンスープ　うすくちしょうゆ　しお　こしょう ６３０，２７.８
ごはん　のりつくだに ぎゅうにゅう　のりつくだに ごはん きのこ類
ぶたのしょうがやき ぶたにく あぶら　さとう たまねぎ　さやいんげん　しょうが みりん　しょうゆ　さけ 野菜
はもだんごじる はもだんご　あぶらあげ　とうふ にんじん　だいこん　ねぎ こんぶだし　かつおだし　しょうゆ　うすくちしょうゆ　しお ５９１，２５.０
パン ぎゅうにゅう パン 海藻類
とうにゅうシチュー とりにく　だいず　とうにゅう じゃがいも たまねぎ　にんじん　ほうれんそう しろワイン　シチュールウ　こしょう たまご
こまつなサラダ ツナ あぶら　さとう こまつな　キャベツ　にんじん　レモンかじゅう す　しお　こしょう　しょうゆ ６０９，２６.９
ごはん ぎゅうにゅう ごはん 魚介類
にくどうふ ぶたにく　とうふ こんにゃく　さとう たまねぎ　にんじん　はくさい　ほししいたけ しょうゆ　しお　さけ 果物
ひじきとまめのサラダ ひじき　だいず　ロースハム ごま　ノンエッグマヨネーズ　さとう ほうれんそう　にんじん しょうゆ ６３０，２６.６
ごはん ぎゅうにゅう ごはん

いわしのしょうがに いわしのしょうがに いも類
ごもくきんぴら ぶたにく　さつまあげ ごま　あぶら　さとう にんじん　ごぼう　さやいんげん しょうゆ　みりん 種実類
とうふじる とうふ　あぶらあげ　わかめ にんじん　たまねぎ　えのきたけ　ねぎ かつおだし　こんぶだし　しょうゆ　うすくちしょうゆ　しお ５９５，２６.４
しょくパン　アセロラゼリー ぎゅうにゅう しょくパン アセロラゼリー 野菜
じゃがいもとベーコンのサラダ ベーコン じゃがいも　あぶら えだまめ しお　こしょう 豆・豆製品
よくばりスープ とりにく　いか　えび　ぎゅうにゅう キャベツ　たまねぎ　にんじん　しめじ　こまつな チキンスープ　しお　こしょう ５９６，２５.９
ビーンズカレーライス ぎゅうにゅう　ひよこまめ　しろいんげんまめ ごはん にんにく　しょうが　すりりんご トマトピューレ　しお　こしょう　あかワイン　ケチャップ 魚介類
（ごはん　ビーンズカレーシチュー） ぶたにく　チーズ じゃがいも　あぶら たまねぎ　にんじん　グリンピース　 カレールウ　ウスターソース　カレーこ　しょうゆ 果物
コーンのサラダ しらすぼし ごまあぶら　さとう とうもろこし　キャベツ　ほうれんそう しょうゆ　す　しお　こしょう ６５７，２２.８
パン　りんごジャム ぎゅうにゅう パン　りんごジャム

ごぼうメンチカツ ごぼうメンチカツ あぶら 野菜
ささみともやしのサラダ とりささみ あぶら　さとう こまつな　もやし しお　す　しょうゆ 海藻類
ジュリアンスープ ベーコン たまねぎ　にんじん　キャベツ　しめじ　セロリー チキンスープ　しょうゆ　しお　こしょう ６２４，２３.３
ごはん ぎゅうにゅう ごはん

さばわふうカレーに さばわふうカレーに いも類
たくあんあえ ごま たくあん　キャベツ　こまつな しょうゆ　しお 肉類
かきたまじる とうふ　たまご でんぷん たまねぎ　えのきたけ　にんじん　ねぎ こんぶだし　かつおだし　しょうゆ　うすくちしょうゆ　しお ６３８，２４.９
ごはん ぎゅうにゅう ごはん きのこ類
にくじゃが ぶたにく　なまあげ じゃがいも　こんにゃく　あぶら　さとう にんじん　たまねぎ　さやいんげん さけ　しょうゆ 乳・乳製品
いかとやさいのサラダ いか さとう　あぶら キャベツ　きゅうり　 す　しお　こしょう　しょうゆ ６１６，２４.１
パン ぎゅうにゅう パン

チリコンカン だいず　ぶたにく　ぎゅうにく　ベーコン さとう　あぶら たまねぎ　にんじん　ピーマン　にんにく あかワイン　ケチャップ　カレーこ　しお　こしょう いも類
ビーフンスープ ビーフン　ぶたにく たまねぎ　にんじん　もやし　きくらげ　ねぎ チキンスープ　しょうゆ　うすくちしょうゆ　しお　こしょう 小魚類
ベビーパイン ベビーパイン ６０４,２５.７
ごはん ぎゅうにゅう ごはん 果物
まーぼーどうふ ぶたにく　とうふ　あかみそ さとう　ごまあぶら　でんぷん たまねぎ　にんじん　ほししいたけ　にら　しょうが　にんにく しょうゆ　さけ　トウバンジャン 魚介類
ねぎのバンバンジーサラダ とりささみ ごま　さとう　ごまあぶら ねぎ　キャベツ　もやし しょうゆ　す　しお ６４４,２８.１

※都合により献立を変更する場合があります。
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こんだてめい
曜
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あかいろの食品
（体をつくるもとになる）

きいろの食品
（エネルギーのもとになる）

みどりいろの食品
（体の調子を整えるもとになる）

その他の食品

ざ　　い　　り　　ょ　　う　　め　　い 家庭で
とりたい食品

熱量・蛋白質

　Kcal　 , 　g

日

1

2

13

14

10

9

8

21 火

22 水

23 木

16

17

20 月

水

金

金3

火7

月6

よくかんでたべよう！

今月の給食目標

川下小学校６月 よていこんだて

よくかんで強い「は」をつくりましょう！！かむことでいろいろなよいことがあります。
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3年社会見学

2年社会見学

かみかみ献立

1年遠足

4年遠足


