
　　　　　　　　　　　

セルフドッグ（せわりパン　ゆでやさい ぎゅうにゅう せわりパン キャベツ　きゅうり しお

ウインナーのケチャップソースに） ウインナー さとう ケチャップ　ウスターソース 豆類

やさいたっぷりスープ ベーコン じゃがいも こまつな　にんじん　たまねぎ チキンスープ　うすくちしょうゆ 魚介類

とうもろこし　もやし　きくらげ しお　こしょう ６００，２３.４

ハヤシライス ぎゅうにゅう ごはん　あぶら　じゃがいも 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 海藻

（ごはん　ハヤシシチュー） ぎゅうにく さとう グリンピース　トマト　にんにく トマトピューレ　ケチャップ　ハヤシルウ たまご

チーズサラダ チーズ あぶら　さとう キャベツ　きゅうり　にんじん す　うすくちしょうゆ　しお　こしょう ６９８，２１.５

ごはん ぎゅうにゅう ごはん

さばのみそに さばのみそに 果物

きりぼしだいこんのあまずあえ ツナ ごま　さとう きりぼしだいこん　にんじん　きゅうり しょうゆ　す いも

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 ６０２，２７.５

パン　ぶどう ぎゅうにゅう パン ぶどう

ポークビーンズ だいず　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 魚介類

ウスターソース　コンソメ　しょうゆ きのこ類

こまつなとベーコンのソテー ベーコン あぶら こまつな　とうもろこし　キャベツ しょうゆ　しお　こしょう ６４２，２４.４

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

ごぼうのきんぴら ぶたにく こんにゃく　ごまあぶら　さとう　ごま ごぼう　にんじん しょうゆ　みりん 緑黄色野菜

なすのみそしる とうふ　あぶらあげ　むぎみそ なす　たまねぎ　にんじん　ねぎ にぼし ６４９，２４.８

こくとうパン ぎゅうにゅう パン　こくとう

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 チキンスープ　うすくちしょうゆ 果物

ブロッコリー コンソメ　しお　こしょう 種実類

ひじきのマリネ ひじき　ツナ あぶら　さとう きゅうり　だいこん しょうゆ　す　しお ６０３，２２.３

ごはん ぎゅうにゅう ごはん 緑黄色野菜

さんまのかんろに さんまのかんろに 海藻

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 ７０７，２７.４

ごはん ぎゅうにゅう ごはん

ぶたキムチ ぶたにく ごま　みりん　ごまあぶら はくさいキムチ　たまねぎ　にんじん しょうゆ　しお いも

にら　キャベツ 魚介類

はるさめスープ ベーコン　うずらたまご はるさめ こまつな　たまねぎ　にんじん　きくらげ チキンスープ　うすくちしょうゆ　ちゅうかだし　しお　こしょう ６２９，２２.０

パン　おつきみゼリー ぎゅうにゅう パン おつきみゼリー 豆類

いわしのアングレーズ いわし でんぷん　あぶら　さとう　パンこ ウスターソース 海藻

おつきみスープ とりにく　あぶらあげ しらたまもち　さといも にんじん　だいこん　こまつな　ほししいたけ チキンスープ　しょうゆ　しお ７００，３１.２

てんぷらうどん ぎゅうにゅう　とりにく　かまぼこ うどん はくさい　にんじん　ねぎ こんぶ　かつおだし　しょうゆ

（うどん　えびいかかきあげ） あぶらあげ　えびいかかきあげ あぶら　 みりん　しお たまご

わふうこふきいも しおこんぶ じゃがいも　 えだまめ 野菜

おからケーキ おからケーキ ６１７，２３.３

きのこカレーライス ぎゅうにゅう ごはん にんじん　グリンピース　にんにく　すりりんご カレールウ　ウスターソース　あかワイン　ケチャップ 豆・豆製品

（ごはん　きのこカレーシチュー） ぎゅうにく　チーズ じゃがいも　あぶら たまねぎ　しめじ　きくらげ　マッシュルーム トマトピューレ　カレーこ　しお　こしょう　しょうゆ　 魚介類

フレンチサラダ あぶら　さとう キャベツ　にんじん　こまつな　とうもろこし す　うすくちしょうゆ　しお　こしょう ７０１，２１.４

ぶたどん ぎゅうにゅう ごはん にんじん　たまねぎ　ごぼう　しょうが さけ　みりん　しょうゆ

（ごはん　ぶたどんのぐ） ぶたにく さとう にんにく 種実類

スタミナじる とりにく　なまあげ　むぎみそ じゃがいも モロヘイヤ　キャベツ　えのきたけ　ねぎ にぼし 海藻

れいとうパイン れいとうパイン ６４９，２４.９

セルフフィッシュバーガー（まるパン ぎゅうにゅう　 まるパン

ﾌｨｯｼｭﾎﾟｰｼｮﾝ　ﾏﾖﾈｰｽﾞ　ゆでやさい） フィッシュポーション　 あぶら　ノンエッグマヨネーズ きゅうり　キャベツ しお　 果物

レンズまめとトマトのスープ レンズまめ　ベーコン だいこん　にんじん　たまねぎ　キャベツ コンソメ　しお　こしょう いも

セロリー　トマト　にんにく　トマトかん ６２３，２７.１

ごはん ぎゅうにゅう ごはん　 豆・豆製品

しおにくじゃが ぶたにく　なまあげ じゃがいも　いとこんにゃく　さとう にんじん　たまねぎ　さやいんげん　しょうが しお　しょうゆ　うすくちしょうゆ　さけ　ちゅうかだし きのこ類

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　 ６１８，２２.４

ごはん ぎゅうにゅう ごはん 緑黄色野菜

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 いも

ぐだくさんみそしる とうふ　わかめ　むぎみそ たまねぎ　にんじん　だいこん　キャベツ　ねぎ にぼし ６５８，２５.０

パン　なし ぎゅうにゅう パン なし たまご

あきやさいとさけのクリームに さけ　ぎゅうにゅう　 さつまいも　あぶら　バター　はくりきこ たまねぎ　にんじん　しめじ　ほうれんそう チキンスープ　しお　こしょう 海藻

こまつなサラダ ツナ　 あぶら　さとう こまつな　きゅうり　キャベツ　レモンかじゅう す　しょうゆ　しお　こしょう ６４９，２８.３

ごはん ぎゅうにゅう ごはん

れんこんいりひらつくね れんこんいりひらつくね 魚介類

うめがつおあえ かつおぶし さとう キャベツ　きゅうり　ねりうめ しょうゆ いも

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　こまつな こんぶ　かつおだし　しょうゆ　うすくちしょうゆ　しお ６０４，２４.６
※都合により献立を変更する場合があります。
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よういを はやく じょうずに しよう！

今月の給食目標

おつきみ献立

地場産給食献立

４年社会見学


