
きのこカレーライス ぎゅうにゅう　チーズ ごはん にんじん　にんにく　すりりんご カレールウ　ウスターソース　しお　こしょう　ケチャップ 緑黄色野菜

（ごはん　きのこカレーシチュー） ぶたにく　しろいんげんまめ じゃがいも　あぶら たまねぎ　しめじ　エリンギ　マッシュルーム トマトピューレ　カレーこ　あかワイン　しょうゆ 魚介類

ひじきのマリネ ひじき　ツナ あぶら　さとう きゅうり　にんじん しょうゆ　す　しお ６５６，２２.８

ごはん ぎゅうにゅう ごはん

いわしのみぞれに いわしのみぞれに いも類

れんこんのきんぴら ごま　ごまあぶら　さとう れんこん　にんじん　さやいんげん しょうゆ　みりん 海藻類

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　うすくちしょうゆ　しょうゆ　しお ６１５，２３.８

パン ぎゅうにゅう パン 果物

えびとマカロニのクリームに えび　とりにく　ぎゅうにゅう マカロニ　あぶら たまねぎ　にんじん　はくさい　しめじ しろワイン　チキンスープ　シチュールウ　こしょう 種実類

こまつなとコーンのソテー ベーコン あぶら こまつな　もやし　とうもろこし しお　こしょう　しょうゆ ６０４，２５.６

ごはん ぎゅうにゅう ごはん

ぶたにくとキャベツのみそいため ぶたにく　なまあげ　あかみそ あぶら　さとう キャベツ　ピーマン しょうゆ　さけ いも類

すいぎょうざスープ すいぎょうざ たまねぎ　にんじん　はくさい チキンスープ　しょうゆ　しお 魚介類

しろねぎ　きくらげ うすくちしょうゆ　こしょう ６３０，２２.１

パン　くろまめきなこクリーム ぎゅうにゅう パン　くろまめきなこクリーム 果物

ぐだくさんスープ ベーコン　とりにく あぶら　じゃがいも　マカロニ にんじん　たまねぎ　はくさい　ほししいたけ　にんにく コンソメ　しお　こしょう　うすくちしょうゆ 豆・豆製品

ほうれんそうとたまごのサラダ たまご さとう　あぶら　ごま ほうれんそう　キャベツ しょうゆ ６３０，２４.６

ごはん　ブルーベリーゼリー ぎゅうにゅう ごはん　ブルーベリーゼリー きのこ類

げんきのでるレバー とりにく　とりレバーたつたあげ でんぷん　あぶら　ごま　さとう しょうが　にんにく　にら さけ　しょうゆ　うすくちしょうゆ　トウバンジャン 乳・乳製品

かぼちゃのみそしる とうふ　あぶらあげ　むぎみそ たまねぎ　にんじん　えのきたけ　かぼちゃ にぼしだし ６８７，２８.７

パン ぎゅうにゅう パン

ポークビーンズ だいず　ぶたにく　しろいんげんまめ じゃがいも　さとう たまねぎ　にんじん　パセリ ケチャップ　トマトピューレ 魚介類

ウスターソース　コンソメ　しょうゆ 野菜類

れんこんサラダ ロースハム ごま　ノンエッグマヨネーズ　さとう れんこん　きゅうり しょうゆ ６２０，２７.１

ごはん ぎゅうにゅう ごはん

さばのしょうがに さばのしょうがに いも類

あおなとしめじのにびたし しらすぼし さとう ほうれんそう　しめじ しょうゆ　さけ 果物

みぞれじる とりにく　とうふ でんぷん だいこん　たまねぎ　にんじん　ごぼう　ねぎ かつおだし　うすくちしょうゆ　さけ　しお ６０１，２９.３

パン　チョコパテ ぎゅうにゅう パン　チョコパテ

ぶたにくのマスタードいため ぶたにく あぶら　さとう　でんぷん キャベツ　にんじん　ピーマン　しめじ しょうゆ　マスタード 小魚類

やさいのカレースープに とりにく マカロニ　あぶら　さつまいも たまねぎ　にんじん　トマト カレーこ　コンソメ　うすくちしょうゆ 卵

ほししいたけ　ほうれんそう しお　こしょう ６２３，２５.６

ごはん　こざかなアーモンド ぎゅうにゅう　かたくちいわし ごはん　アーモンド 果物

こうやどうふのたまごとじ とりにく　こうやどうふ　たまご じゃがいも　こんにゃく　さとう たまねぎ　にんじん　ほししいたけ　さやいんげん さけ　しょうゆ　しお 青菜類

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 ６２３，２６.９

ごはん ぎゅうにゅう　 ごはん　

さんまのゆずみそに さんまのゆずみそに いも類

ひじきとほうれんそうのあえもの ひじき ごまあぶら　さとう　ごま ほうれんそう　キャベツ す　しょうゆ　しお 果物

さわにわん ぶたにく　あぶらあげ　かまぼこ だいこん　ごぼう　にんじん　えのきたけ　ねぎ かつおだし　こんぶだし　さけ　しょうゆ　うすくちしょうゆ　しお ６１８，２４.０

てんぷらうどん ぎゅうにゅう　とりにく　かまぼこ　あぶらあげ うどん はくさい　にんじん　たまねぎ　ねぎ こんぶだし　かつおだし　しょうゆ　みりん　しお

（うどん　エビイカかきあげ） エビイカかきあげ あぶら 魚介類

ハムとやさいのいためもの ロースハム あぶら こまつな　キャベツ　えのきたけ しお　こしょう　しょうゆ　ちゅうかだし 海藻類

はちみつレモンゼリー はちみつレモンゼリー ６０５，２１.９

ごはん ぎゅうにゅう ごはん

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　はくさい　 しょうゆ　さけ　トウバンジャン いも類

にら　しょうが　にんにく　ほししいたけ 乳・乳製品

はるさめサラダ チキンハム はるさめ　ごまあぶら　さとう　ごま キャベツ　きゅうり す　しょうゆ ６４０，２６.９

しょくパン　スライスチーズ ぎゅうにゅう　チーズ しょくパン 種実類

ミートソース ぶたにく　ぎゅうにく　とうふ　だいず パンこ　さとう　あぶら たまねぎ ケチャップ　ウスターソース　あかワイン　しお きのこ類

さけのとうにゅうスープ さけ　ベーコン　とうにゅう じゃがいも れんこん　にんじん　たまねぎ　パセリ しろワイン　チキンスープ　コンソメ　しお　こしょう ６５２，３２.２

ぶたたまどんぶり ぎゅうにゅう ごはん ねぎ　えのきたけ さけ　みりん　しお

（ごはん　ぶたたまどんぶりのぐ） ぶたにく　たまご こんにゃく　あぶら　さとう　でんぷん しょうが　たまねぎ　ごぼう　にんじん しょうゆ　うすくちしょうゆ 魚介類

ブロッコリーのゆかりあえ ブロッコリー　ゆかり しお 豆・豆製品

だいがくいも さつまいも　あぶら　さとう しょうゆ　す ６４６，２３.８

キムタクごはん ぎゅうにゅう　ぶたにく ごはん　ごまあぶら　さとう はくさいキムチ　たくあん しょうゆ　さけ　みりん 果物

いわしのうめに いわしのうめに 海藻類

さつまじる とりにく　とうふ　むぎみそ さつまいも たまねぎ　にんじん　はくさい　ねぎ にぼしだし ６００，２４.３

こくとうパン　みかん ぎゅうにゅう パン　くろざとう みかん 野菜類

クリームスパゲティ いか　とりにく　ベーコン　ぎゅうにゅう スパゲティ　あぶら　はくりきこ　バター たまねぎ　にんじん　こまつな コンソメ　しお　こしょう　しろワイン きのこ類

わかめとコーンのサラダ ツナ　わかめ さとう　ごまあぶら きゅうり　キャベツ　とうもろこし しょうゆ　す ６４７，２６.０

ごはん ぎゅうにゅう ごはん

たまごやき たまごやき 種実類

しおこんぶあえ しおこんぶ キャベツ　きゅうり 果物

さといもとだいこんのそぼろに とりにく　なまあげ さといも　こんにゃく　さとう　でんぷん しょうが　だいこん　にんじん　こまつな　ほししいたけ みりん　さけ　しょうゆ　うすくちしょうゆ ６２２，２６.２

パン　プリン ぎゅうにゅう パン　プリン 魚介類

ミートボールのスープ ミートボール　ベーコン じゃがいも たまねぎ　にんじん　こまつな チキンスープ　うすくちしょうゆ　しお　こしょう 種実類

りっちゃんのサラダ チキンハム　きざみこんぶ　かつおぶし さとう　あぶら キャベツ　きゅうり　トマト　とうもろこし　にんじん しお　す　うすくちしょうゆ ６０４，２２.３

ごはん ぎゅうにゅう ごはん

かぼちゃとさつまいものコロッケ かぼちゃとさつまいものコロッケ あぶら きのこ類

キャベツのごまあえ ごま　さとう キャベツ　もやし　きゅうり しょうゆ たまご

あすかじる とりにく　むぎみそ　ぎゅうにゅう じゃがいも にんじん　たまねぎ　ねぎ　だいこん にぼしだし ６４１，１９.７

日
曜
日

こんだてめい

ざ　　い　　り　　ょ　　う　　め　　い 家庭で
とりたい食品

熱量・蛋白質

　Kcal　 , 　g

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

3 月

4 火

地場産給食の日

5 水

6 木

13 木

7 金

2年遠足

目の愛護デー献立

5年自然教室

11 火

12 水

14 金

18 火

1年社会見学

17 月

25 火

24 月

20 木

4年社会見学

21 金

19 水

31 月

26 水

27 木

6年修学旅行

6年修学旅行

28 金

えいようバランスをかんがえてたべよう

今月の給食目標

○きゅうしょくには たくさんのたべものが つかわれている

○たべものは あかいろ・きいろ・みどりいろのグループにわけられる

川下小学校１０月 よていこんだて


