
ごはん　りんご ぎゅうにゅう ごはん りんご 種実類

いもに ぶたにく　なまあげ こんにゃく　さといも　さとう ほししいたけ　にんじん　ごぼう　しろねぎ しょうゆ　さけ　みりん　しお 卵

ほうれんそうのごまあえ ごま　さとう ほうれんそう　もやし　にんじん しょうゆ ６２２，２３.８

パン ぎゅうにゅう パン 果物

フランクフルトのケチャップに フランクフルト　とりにく　ベーコン マカロニ　じゃがいも　あぶら　さとう たまねぎ　にんじん　こまつな　マッシュルーム ケチャップ　ウスターソース　こしょう 魚介類

だいこんとみずなのサラダ わかめ　ツナ ごま　あぶら　さとう だいこん　みずな す　しお　しょうゆ　うすくちしょうゆ ６１８，２５.０

パン　いちごジャム ぎゅうにゅう パン　いちごジャム

てづくりにくだんごスープ ぶたにく　とりにく　ひじき パンこ たまねぎ　はくさい　にんじん　みずな しお　こしょう　しょうゆ いも類

だいず　たまご　とうふ きのこ類

ほうれんそうとベーコンのソテー ベーコン あぶら ほうれんそう　キャベツ　とうもろこし しょうゆ　しお　こしょう ６０１，２６.８

ごはん ぎゅうにゅう ごはん

さばのみそに さばのみそに 種実類

れんこんのゆかりあえ れんこん　きゅうり　ゆかり しお 海藻類

いなかじる ぶたにく　なまあげ さといも　こんにゃく だいこん　にんじん　ねぎ こんぶだし　かつおだし　しょうゆ　さけ　しお ６０９，２４.１

わかめごはん（小） ぎゅうにゅう　わかめ ごはん 魚介類

きつねうどん とりにく　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 きのこ類

ぎゅうにくともやしのいためもの ぎゅうにく　とうふ あぶら　さとう もやし　こまつな　にんじん しょうゆ　オイスターソース　みりん ５９９，２５.０

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 果物

とりにくとはくさいのスープ とりにく　とうふ はるさめ はくさい　にんじん　ねぎ チキンスープ　しょうゆ　しお　こしょう 緑黄色野菜

ポテトサラダ ロースハム じゃがいも　ノンエッグマヨネーズ たまねぎ　きゅうり　にんじん マスタード　しお　こしょう ６００，２６.８

ごはん　スイートポテト ぎゅうにゅう ごはん　スイートポテト 卵

ぶたにくのしょうがやき 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 果物

いしかりじる さけ　とうふ　あぶらあげ　しろみそ じゃがいも だいこん　にんじん　ねぎ かつおだし　さけ ７０２，２８.５

パン ぎゅうにゅう パン

ビーフシチュー ぎゅうにく　しろいんげんまめ じゃがいも　あぶら たまねぎ　にんじん　グリンピース ウスターソース　トマトピューレ　ケチャップ 魚介類

チーズ　 バター　はくりきこ マッシュルーム　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 海藻類

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 ６１４，２３.８

ごはん　みかん ぎゅうにゅう　 ごはん みかん いも類

ぶたにくとれんこんのいためもの ぶたにく ごま　あぶら　さとう　 れんこん　ねぎ みりん　しょうゆ　さけ　 小魚類

じばさんみそしる とうふ　むぎみそ はくさい　だいこん　にんじん　こまつな にぼしだし ６１５，２３.３

ごはん ぎゅうにゅう ごはん

まーぼーだいこん ぶたにく　とうふ　あかみそ ごまあぶら　さとう　でんぷん だいこん　にんじん　はくさい しょうゆ　さけ　トウバンジャン 魚介類

ほししいたけ　にら　しょうが　にんにく 種実類

はなっこりーのおかかあえ かつおぶし さとう はなっこりー　もやし　にんじん しょうゆ ５９３，２５.４

パン　ぽんかんジャム ぎゅうにゅう パン　ぽんかんジャム 豆・豆製品

かぶのクリームに とりにく　しろいんげんまめ　ぎゅうにゅう じゃがいも　あぶら かぶ　たまねぎ　ほうれんそう　にんじん チキンスープ　シチュールウ　こしょう 果物類

ゆずきちサラダ ごま　さとう こまつな　はくさい　にんじん　ながとゆずきちかじゅう うすくちしょうゆ ６１１，２３.４

ごはん ぎゅうにゅう ごはん

ぎょろっけ ぎょろっけ あぶら 野菜類

はくさいのいそあえ のり さとう はくさい　こまつな しょうゆ きのこ類

けんちょう とりにく　とうふ　あぶらあげ さといも　さとう　あぶら だいこん　にんじん　ほししいたけ しょうゆ　さけ ６１８，２２.３

はちみつパン ぎゅうにゅう パン　はちみつ

やきつくね やきつくね いも類

じゃこサラダ しらすぼし さとう ほうれんそう　キャベツ　にんじん しょうゆ　す 果物類

たまごとわかめのスープ たまご　ぶたにく　とうふ　わかめ ごまあぶら たまねぎ　にんじん　ねぎ チキンスープ　しょうゆ　しお　こしょう ６１１，２９.６

ごはん　みかん ぎゅうにゅう ごはん みかん

みそおでん なまあげ　うずらたまご　こんぶ さといも　こんにゃく やさいなかま　にんじん　だいこん みりん　しょうゆ 野菜類

あかみそ　しろみそ さとう かつおだし 種実類

かつのりあえ かつおぶし　のり さとう こまつな　キャベツ　にんじん しょうゆ ５９３，２２.１

ごはん ぎゅうにゅう ごはん

さんまのうめに さんまのうめに 乳・乳製品

うのはなのいりに おから　とりにく　あぶらあげ　ちくわ こんにゃく　あぶら　さとう にんじん　ほししいたけ　ねぎ しょうゆ　さけ 海藻類

さつまいものみそしる むぎみそ さつまいも たまねぎ　にんじん　えのきたけ　はくさい にぼしだし ６５８，２４.７

セルフメンチカツバーガー（まるパン ぎゅうにゅう まるパン

さけのメンチカツ　ボイルキャベツ） さけのメンチカツ あぶら キャベツ しお 魚介類

ミネストローネ ぶたにく じゃがいも　マカロニ　あぶら にんじん　たまねぎ　セロリー　 ケチャップ　コンソメ　しお　こしょう きのこ類

ほうれんそう　にんにく　トマト ６１９，２４.３

チキンカレーライス ぎゅうにゅう　チーズ ごはん にんにく　しょうが　すりりんご カレールウ　ウスターソース　カレーこ　ケチャップ 海藻類

（ごはん　チキンカレーシチュー） とりにく　しろいんげんまめ じゃがいも　あぶら たまねぎ　にんじん　グリンピース トマトピューレ　しお　こしょう　あかワイン　しょうゆ 豆・豆製品

フルーツポンチ ぶどうゼリー パインかん　ももかん　みかんかん　みかんジュース ６８３，２１.１

ごはん ぎゅうにゅう ごはん

いわしのかんろに いわしのかんろに 乳・乳製品

きりぼしだいこんのあまずあえ ごま　さとう きりぼしだいこん　きゅうり　にんじん す　うすくちしょうゆ 果物類

おおひら とりにく　なまあげ　こうやどうふ こんにゃく　さといも　さとう　あぶら ごぼう　にんじん　れんこん　ほししいたけ しょうゆ　みりん ６７５，２７.５

きなこパン ぎゅうにゅう　きなこ パン　あぶら　さとう しお

コーンポタージュ とりにく　ぎゅうにゅう じゃがいも　はくりきこ たまねぎ　にんじん　とうもこし チキンスープ　コンソメ 卵
クリームコーン　パセリ しお　こしょう 野菜類

ブロッコリーのサラダ ツナ あぶら　さとう ブロッコリー　キャベツ す　しお　こしょう　うすくちしょうゆ ６０１，２５.７

※都合により献立を変更することがあります
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今月の給食目標

川下小学校11月 よていこんだて

ぎょうぎよく食べよう
○姿勢をよくして食べる。箸を正しく持って食べる。

○放送が始まったら、聞きながら食べる。終わりのチャイムがなるまでは遊ばない。
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