
ごはん　バナナ ぎゅうにゅう ごはん バナナ

ぶたにくとなすのみそいため なまあげ　ぶたにく　みそ あぶら　さとう しょうが　にんじん　ピーマン　なす しょうゆ　さけ いも
ほししいたけ　とうがらし 魚介類

もずくのすましじる かまぼこ　とうふ　もずく えのきたけ　たまねぎ　にんじん　ねぎ かつおだし　こんぶ　しょうゆ　うすくちしょうゆ　しお ６２１，２３.４
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　こむぎこ 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
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 緑黄色野菜

カラフルサラダ あぶら　さとう キャベツ　きゅうり　あかピーマン　きピーマン す　うすくちしょうゆ　しお　こしょう ６４６，２２.５
ごはん ぎゅうにゅう ごはん

はっぽうさい ぶたにく　うずらたまご あぶら　さとう　でんぷん　ごまあぶら しょうが　たまねぎ　にんじん　きくらげ しょうゆ　さけ　ちゅうかだし　 果物
キャベツ　もやし　チンゲンサイ しお　こしょう 豆・豆製品

ナムル ごま　ごまあぶら　さとう ほうれんそう　にんじん　もやし しょうゆ　す ６４０，２３.５
ごはん ぎゅうにゅう ごはん

ちくわのいそべあげ ちくわのいそべあげ あぶら 海藻
うめがつおあえ かつおぶし こまつな　キャベツ　にんじん　ねりうめ しょうゆ　さとう 卵
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　しめじ　ねぎ かつおだし　うすくちしょうゆ　さけ　しお ６５９，２４.４
パン ぎゅうにゅう パン

いわしのトマトに いわしのトマトに 海藻
かみかみサラダ いか さとう きゅうり　もやし　にんじん しょうゆ　す きのこ類
とうふとキャベツのスープ とうふ　ベーコン キャベツ　にんじん　たまねぎ　ねぎ　しょうが チキンスープ　うすくちしょうゆ　しお　こしょう ５９７，２８.４
ごはん　けんさんりんごゼリー ぎゅうにゅう　 ごはん けんさんりんごゼリー 小魚類
とりにくとごぼうのうまに とりにく　なまあげ じゃがいも　こんにゃく　あぶら　さとう ごぼう　にんじん　ほししいたけ　さやいんげん しょうゆ　さけ　みりん 卵
しらあえ とうふ さとう　ごま ほうれんそう　にんじん うすくちしょうゆ　しお ６８５，２４.５
パン　あまなつみかんジャム ぎゅうにゅう パン あまなつみかんジャム

ポークビーンズ オールまめ　ぶたにく じゃがいも　さとう たまねぎ　にんじん　グリンピース ケチャップ　トマトピューレ きのこ類
ウスターソース　コンソメ　しょうゆ 緑黄色野菜

ひじきとツナのサラダ ひじき　ツナ ごま　ノンエッグマヨネーズ きゅうり　キャベツ しょうゆ ６５１，２１.９
ごはん ぎゅうにゅう ごはん

はもカツ はもカツ あぶら いも
ゆかりあえ キャベツ　きゅうり　ゆかり しお　 肉類
じばさんみそしる あぶらあげ　みそ たまねぎ　にんじん　だいこん　こまつな　ねぎ にぼし ５９５，２０.６
ごはん ぎゅうにゅう ごはん 海藻
けんちょう とりにく　とうふ　あぶらあげ 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　 果物
ごまじゃこサラダ とりささみ　しらすぼし ごま　さとう　ごまあぶら キャベツ　セロリー　たまねぎ　 しょうゆ　す ６３８，２７.０
セルフハンバーガー（まるパン ぎゅうにゅう まるパン キャベツ　きゅうり しお 卵
とうふハンバーグのケチャップに　ゆでやさい） とうふハンバーグ さとう ケチャップ　ウスターソース きのこ類
トマトとコーンのスープ ベーコン はるさめ トマト　たまねぎ　にんじん　こまつな　とうもろこし チキンスープ　うすくちしょうゆ　しお　こしょう ５６６，２２.７
ごはん ぎゅうにゅう ごはん

かんこくふうにくじゃが ぶたにく　なまあげ ごまあぶら　じゃがいも　こんにゃく にんにく　にんじん　たまねぎ　ねぎ やきにくのたれ　さけ 魚介類
さとう　ごま しょうゆ 緑黄色野菜

りゃんばん ハム　たまご はるさめ　さとう　ごまあぶら きゅうり　キャベツ　にんじん しょうゆ　す ６８８，２３.５
パン ぎゅうにゅう パン

チキンラタトゥイユ とりにく あぶら たまねぎ　なす　あかピーマン　トマト　にんにく しお　こしょう　コンソメ 豆・豆製品
トマトかん　ズッキーニ しろワイン 種実類

ほうれんそうとコーンのソテー ベーコン あぶら ほうれんそう　とうもろこし　キャベツ しょうゆ　しお　こしょう ５７７，２９.２
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 淡色野菜
おかかあえ かつおぶし こまつな　もやし　にんじん しょうゆ　さとう 肉
まごわやさしいみそしる とうふ　わかめ　みそ じゃがいも　ごま たまねぎ　にんじん　しめじ　ねぎ にぼし ６４９，２３.６
ハヤシライス ぎゅうにゅう ごはん にんにく　グリンピース　トマト しお　こしょう　あかワイン　デミグラスソース 海藻
（ごはん　ハヤシシチュー） ぎゅうにく あぶら　じゃがいも　さとう たまねぎ　にんじん　マッシュルーム トマトピューレ　ケチャップ　ハヤシルウ 卵
かいそうサラダ ツナ　かいそうミックス さとう　ごまあぶら キャベツ　きゅうり しょうゆ　す ６６６，２０.９
パインパン ぎゅうにゅう パン ドライパイン

ビーフン ぶたにく ビーフン　あぶら　ごまあぶら たまねぎ　にんじん　キャベツ　もやし　ねぎ さけ　しょうゆ　しお　こしょう いも
ほししいたけ　しょうが　にんにく 魚介類

チンゲンサイのスープ とうふ　ベーコン チンゲンサイ　たまねぎ　にんじん　きくらげ しょうゆ　ちゅうかだし　みりん　こしょう ６１８，２３.５
ごはん　いちごとうにゅうパンナコッタ ぎゅうにゅう ごはん いちごとうにゅうパンナコッタ 淡色野菜
たらのバーベキューソースかけ たら でんぷん　あぶら　さとう にんにく　レモンかじゅう さけ　しょうゆ　す　みりん 果物
すましじる とりにく　とうふ　わかめ たまねぎ　えのきたけ　にんじん　ねぎ かつおだし　こんぶ　しょうゆ　うすくちしょうゆ　しお ６５７，２３.７
パン ぎゅうにゅう パン

ミートボールとマカロニのカレーに ミートボール マカロニ　じゃがいも　あぶら たまねぎ　にんじん　マッシュルーム カレールウ　ウスターソース　こしょう 魚介類
グリンピース　すりりんご ケチャップ　かれーこ　チキンスープ 種実類

アスパラガスのソテー ベーコン あぶら アスパラガス　キャベツ　とうもろこし しょうゆ　しお　こしょう ６６９，２３.４
たこめし ぎゅうにゅう　たこ　あぶらあげ ごはん にんじん しょうゆ　さけ　みりん

あつやきたまご あつやきたまご 果物
こまつなのいそびたし のり　かつおぶし こまつな　キャベツ しょうゆ 緑黄色野菜
けんちんじる とりにく　とうふ じゃがいも　こんにゃく　 だいこん　にんじん　ほししいたけ　ねぎ しお　しょうゆ　さけ ５９７，２６.１
ごはん ぎゅうにゅう ごはん 種実類

なまあげのそぼろに なまあげ　ぶたにく 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 みりん　さけ　しょうゆ 卵

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 す　しょうゆ　しお ６４５，２３.２
ナポリタンスパゲティ ぎゅうにゅう　スパゲッティ　フランクフルト あぶら たまねぎ　にんじん　キャベツ　ピーマン ウスターソース　ケチャップ　しお　こしょう

ベーコン　ぎゅうにく マッシュルーム 豆・豆製品
しろみざかなのこうそうフライ しろみざかなのこうそうフライ あぶら 海藻
コールスローサラダ 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　にんじん す　しお　こしょう ５６６，２４.０

※都合により献立を変更する場合があります。
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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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