
パン ぎゅうにゅう パン 豆・豆製品

さけとマカロニのクリームに さけ　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　こまつな チキンスープ　シチュールウ　こしょう 果物

ひじきとハムのサラダ ひじき　ロースハム ごま　ノンエッグマヨネーズ きゅうり　キャベツ しょうゆ ６０１，２７.７

ビビンバ ぎゅうにゅう　ぎゅうにく　あかみそ ごはん　あぶら　さとう ねぎ　にんじん　ほうれんそう みりん　さけ　しょうゆ

（ごはん　ビビンバのぐ） たまご ごまあぶら　ごま トウバンジャン 魚介類

はるさめスープ とりにく はるさめ はくさい　もやし　たまねぎ　にんじん　きくらげ　ねぎ チキンスープ　うすくちしょうゆ　コンソメ　しお　こしょう 海藻類

ぽんかん ぽんかん ６３１，２３.５

パン　せつぶんまめ ぎゅうにゅう　だいず パン　さとう 緑黄色野菜

くじらのたつたあげ くじらのたつたあげ あぶら いも類

とうふスープ ベーコン　とうふ たまねぎ　にんじん　はくさい　こまつな チキンスープ　しょうゆ　しお　こしょう ５９８，３２.０

ごはん ぎゅうにゅう ごはん　

みそおでん とりにく　なまあげ　うずらたまご さといも　こんにゃく にんじん　だいこん かつおだし　みりん　しょうゆ 果物

やさいなかま　こんぶ　あかみそ　しろみそ さとう きのこ類

ほうれんそうのごまずあえ ごま　さとう ほうれんそう　もやし　にんじん す　しょうゆ ６００，２４.１

ごはん ぎゅうにゅう ごはん

ししゃもフライ ししゃもフライ あぶら いも類

はくさいのおかかあえ かつおぶし さとう はくさい　こまつな しょうゆ 種実類

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 ５９８，２２.９

ロールパン　いちご ぎゅうにゅう ロールパン いちご 海藻類

ミートスパゲティ ぶたにく　だいず スパゲティ　あぶら マッシュルーム　たまねぎ　にんじん　グリンピース　にんにく ケチャップ　あかワイン　しお　こしょう　コンソメ 魚介類

はなっこりーのごまネーズあえ チキンハム ごま　ノンエッグマヨネーズ　さとう はなっこりー　キャベツ しょうゆ ６４６，２６.０

ごはん ぎゅうにゅう ごはん

あつやきたまご あつやきたまご 乳・乳製品

いわくにあかだいこんのつけもの さとう いわくにあかだいこん す　 青菜類

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　あぶら　さとう ごぼう　にんじん　れんこん　ほししいたけ しょうゆ　みりん ６２９，２６.０

パン　ヨーグルト ぎゅうにゅう　ヨーグルト パン 魚介類

ひきにくとじゃがいものいためもの ぎゅうにく じゃがいも　あぶら　さとう にら しょうゆ　オイスターソース　みりん 果物

ワンタンスープ ワンタン たまねぎ　にんじん　はくさい　もやし　しろねぎ チキンスープ　しょうゆ　うすくちしょうゆ　しお　こしょう ５９８，２２.９

ごはん ぎゅうにゅう ごはん

いわしのうめに いわしのうめに 卵

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

とりだんごのみぞれわん とりだんご　とうふ でんぷん にんじん　はくさい　みずな　えのきたけ　しょうが　だいこん こんぶだし　かつおだし　うすくちしょうゆ　しょうゆ　しお ６５７，２６.９

ハヤシライス ぎゅうにゅう ごはん グリンピース　トマトジュース トマトピューレ　ケチャップ　ハヤシルウ

（ごはん　ハヤシシチュー） ぎゅうにく　しろいんげんまめ あぶら　さとう にんにく　たまねぎ　にんじん　マッシュルーム しお　こしょう　あかワイン　デミグラスソース 魚介類

フレンチサラダ あぶら　さとう キャベツ　こまつな　にんじん す　うすくちしょうゆ　しお　こしょう 種実類

チョコプリン チョコプリン ６９０，２０.０

きなこパン ぎゅうにゅう　きなこ パン　あぶら　さとう しお 海藻類

よくばりスープ ベーコン　いか　えび　ぎゅうにゅう じゃがいも 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 果物

ファイバーサラダ チキンハム ノンエッグマヨネーズ ごぼう　れんこん　きゅうり　とうもろこし こしょう　しょうゆ ６０５，２５.８

ごはん ぎゅうにゅう ごはん 魚介類

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 種実類

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 ５９７，２５.２

しょくパン　スライスチーズ ぎゅうにゅう　スライスチーズ しょくパン 海藻類

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 しお　こしょう 豆・豆製品

ふゆやさいスープ ベーコン さつまいも こまつな　にんじん　たまねぎ　もやし　きくらげ チキンスープ　うすくちしょうゆ　しお　こしょう ５９８，２３.７

ごはん　おのちゃムース ぎゅうにゅう ごはん　おのちゃムース 果物

チキンチキンれんこん とりにく でんぷん　あぶら　さとう れんこん　えだまめ しょうゆ　みりん きのこ類

とんじる ぶたにく　とうふ　あぶらあげ　わかめ　むぎみそ さつまいも　こんにゃく たまねぎ　にんじん　はくさい　ごぼう　ねぎ にぼしだし ７３２，２８.８

ごはん ぎゅうにゅう ごはん

さばのみそに さばのみそに いも類

そくせきづけ くきわかめつくだに キャベツ　きゅうり しお 青菜類

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 ６７７，２８.５

セルフホットドッグ（せわりパン ぎゅうにゅう パン

ポークウインナー　ボイルキャベツ） ポークウインナー さとう キャベツ ケチャップ　ウスターソース　しお 種実類

もずくスープ もずく　ベーコン　とりにく たまねぎ　にんじん　えのきたけ　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 豆・豆製品

アセロラゼリー アセロラゼリー ６４１，２３.５

アップルパン ぎゅうにゅう パン ドライアップル 魚介類

にくだんごとやさいのスープに ベーコン　ミートボール じゃがいも キャベツ　たまねぎ　にんじん　しめじ　さやいんげん チキンスープ　コンソメ　うすくちしょうゆ　しお　こしょう 海藻類

フルーツしらたま しらたまもち　みかんジュース パインかん　ももかん　みかんかん　 ６２５，２０.９

ごはん　りんご ぎゅうにゅう ごはん りんご 種実類

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 小魚類

けんちんじる とりにく　とうふ　あぶらあげ さといも だいこん　にんじん　しめじ　ねぎ こんぶだし　かつおだし　しょうゆ　しお　さけ ６４９，２５.９

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 カレーこ　しお　こしょう　あかワイン　しょうゆ 果物

（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 カレールウ　ウスターソース　トマトピューレ　ケチャップ きのこ類

コーンとツナのサラダ ツナ あぶら　さとう とうもろこし　キャベツ　ほうれんそう す　うすくちしょうゆ　しお　こしょう ６５５，２３.０

※都合により献立を変更することがあります。

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
日

曜

日
こんだてめい

ざ　　い　　り　　ょ　　う　　め　　い

1 水

2 木

7 火

8 水

6 月

17 金

9 木

10 金

火

15 水

16 木

27 月

28 火

24 金

節分献立

3 金

地場産給食の日

6年1組リクエスト献立

21 火

22 水

13 月

20 月

14

なんでも すききらいなく たべよう!
今月の給食目標

２月 よていこんだて 川下小学校


