
パン ぎゅうにゅう パン

さけチーズフライ さけチーズフライ あぶら 緑黄色野菜

さつまいもサラダ さつまいも　ノンエッグマヨネーズ きゅうり　にんじん しお　こしょう 果物

とうにゅうスープ ベーコン　とうにゅう　ぎゅうにゅう じゃがいも はくさい　たまねぎ　にんじん　しめじ　グリンピース チキンスープ　しお　こしょう ７１１，２９.０

ごはん ぎゅうにゅう ごはん たまご

ちくぜんに とりにく　こうやどうふ こんにゃく　さといも　あぶら　さとう れんこん　にんじん　ごぼう　さやいんげん しょうゆ　さけ 海藻

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 ６８０，２４.３

くりごはん ぎゅうにゅう　あぶらあげ ごはん　くり にんじん　しめじ しょうゆ　さけ　しお 青菜

ほっけのみりんやき ほっけのみりんやき いも

とんじる ぶたにく　あぶらあげ　とうふ　むぎみそ こんにゃく ごぼう　にんじん　だいこん　ねぎ ６１７，２６.９

パン　りんご ぎゅうにゅう パン りんご 豆・豆製品

ぶたにくのケチャップいため ぶたにく あぶら　さとう たまねぎ　さやいんげん　にんにく ケチャップ　ウスターソース　しょうゆ 魚介類

チンゲンサイとマカロニのスープ ベーコン じゃがいも　マカロニ はくさい　たまねぎ　にんじん　きくらげ　チンゲンサイ チキンスープ　しお　こしょう　うすくちしょうゆ ５９９，２３.５

ごはん ぎゅうにゅう ごはん

てりやきチキン てりやきチキン いも

こまつなのごまあえ ごま　さとう こまつな　もやし　にんじん しょうゆ 小魚類

さけつみれのすましじる さけつみれ　とうふ たまねぎ　にんじん　えのきたけ　ねぎ かつおぶし　こんぶ　さけ　しょうゆ　うすくちしょうゆ　しお ６３４，２７.９

パン　チョコパテ ぎゅうにゅう パン チョコパテ

ポトフ ウインナー じゃがいも キャベツ　たまねぎ　しめじ　だいこん チキンスープ　しお　こしょう　コンソメ 魚介類

にんじん　パセリ しょうゆ　うすくちしょうゆ 種実類

ほうれんそうともやしのソテー ハム あぶら ほうれんそう　もやし　とうもろこし しょうゆ　しお　こしょう ５９７，２３.０

ごはん ぎゅうにゅう ごはん

さんまかぼすレモンに さんまかぼすレモンに 青菜

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 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 いも

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 ６８６，２８.９

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 乳・乳製品

げんきのでるレバー 　とりにく　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　うすくちしょうゆ　しょうゆ　トウバンジャン 海藻類

スピナッチスープ 　ベーコン じゃがいも ほうれんそう　たまねぎ　にんじん　ほししいたけ チキンスープ　うすくちしょうゆ　しお　こしょう ６９５，２６.１

ロールパン 　ぎゅうにゅう ロールパン 魚介類

ミートスパゲティ スパゲティ　ぎゅうにく　ぶたにく バター 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 いも

だいずサラダ だいず ノンエッグマヨネーズ キャベツ　きゅうり しょうゆ　しお　こしょう ６７３，２５.２

パン　みかん ぎゅうにゅう パン みかん 豆・豆製品

たらのクリームシチュー たら　とりにく　ぎゅうにゅう じゃがいも　あぶら　バター　こむぎこ たまねぎ　にんじん　マッシュルーム　ほうれんそう しろワイン　チキンスープ　コンソメ　しお　こしょう 緑黄色野菜

ひじきのマリネ ひじき あぶら　さとう にんじん　きゅうり　れんこん しょうゆ　す　しお ６４５，２６.２

ごはん ぎゅうにゅう ごはん

マーボーどうふ 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　ほししいたけ しょうゆ　さけ　トウバンジャン 魚介類

にら　しょうが　にんにく いも

ほたてとキャベツのごまずあえ ほたてフレーク ごま　さとう キャベツ　きゅうり す　しょうゆ ６４０，２７.５

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 たまご

いわしのしょうがに いわしのしょうがに 果物

さつまいもときのこのみそしる あぶらあげ　むぎみそ さつまいも たまねぎ　にんじん　しめじ　ごぼう　ねぎ にぼし ６４１，２２.６

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　だいず 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 種実類

たまご　とうふ ほししいたけ いも

チンゲンサイのソテー ベーコン あぶら チンゲンサイ　もやし　とうもろこし しお　こしょう　しょうゆ ５９８，２６.１

ごはん　のりつくだに ぎゅうにゅう　のりつくだに ごはん 魚介類

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 ごぼう　にんじん　れんこん　ほししいたけ しょうゆ　みりん 青菜

ごまマヨネーズあえ 　ツナ ごま　さとう　ノンエッグマヨネーズ キャベツ　きゅうり　にんじん しょうゆ　す ６２８，２４.０

ごはん ぎゅうにゅう ごはん

ホキのてんぷら ホキのてんぷら あぶら 淡色野菜

ほうれんそう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 乳・乳製品

のっぺいじる あぶらあげ いとこんにゃく　さといも　でんぷん たまねぎ　だいこん　にんじん　ねぎ かつおぶし　こんぶ　しょうゆ　うすくちしょうゆ　しお ６４１，２４.３

ごはん ぎゅうにゅう ごはん

てづくりじゃこふりかけ かつおぶし　しらすぼし　のり ごま　さとう　あぶら しょうゆ　みりん 果物

ぶたじゃが 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 さけ　しょうゆ きのこ類

りゃんばん ハム 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 ６８５，２５.７

まるパン ぎゅうにゅう まるパン

にこみハンバーグ ハンバーグ さとう ケチャップ　ウスターソース 緑黄色野菜

ゆでやさい ごま キャベツ しお 海藻類

コーンポタージュ とりにく　ぎゅうにゅう じゃがいも　あぶら　バター　こむぎこ たまねぎ　にんじん　とうもろこし　クリームコーン　パセリ チキンスープ　コンソメ　しお　こしょう ６８０，２８.２

ぶたたまどんぶり ぎゅうにゅう ごはん

（ごはん　ぶたたまどんぶりのぐ） ぶたにく　たまご いとこんにゃく　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　えのきたけ　ねぎ さけ　みりん　しょうゆ　うすくちしょうゆ　しお 魚介類

ゆかりあえ キャベツ　きゅうり　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 ７０７，２３.４

パン ぎゅうにゅう パン 青菜類

ミートボールのケチャップに ミートボール　ぎゅうにく マカロニ　あぶら　さとう たまねぎ　にんじん　ピーマン　マッシュルーム ケチャップ　ウスターソース　こしょう いも

ごぼうサラダ ツナ ごま　ノンエッグマヨネーズ　さとう ごぼう　キャベツ　きゅうり しょうゆ ６３３，２５.３

ごはん ぎゅうにゅう ごはん

さばのしおやき さばのしおやき 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 果物

はくさいのみそしる わかめ　むぎみそ じゃがいも はくさい　たまねぎ　にんじん　えのきたけ にぼし ６３０，２９.８

かぼちゃときのこのカレーライス ぎゅうにゅう ごはん たまねぎ　しめじ　エリンギ　マッシュルーム　すりりんご カレールウ　ウスターソース　あかワイン　しょうゆ

（ごはん　かぼちゃときのこのカレーシチュー） ぎゅうにく　チーズ じゃがいも　あぶら　 にんじん　かぼちゃ　グリンピース　にんにく トマトピューレ　カレーこ　しお　こしょう　ケチャップ 種実類

やさいサラダ かまぼこ　わかめ あおじそドレッシング キャベツ　きゅうり 青菜類

かぼちゃプリン かぼちゃプリン ７３１，２１.８
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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

血や肉になる
赤色食品

熱や力のもとになる
黄色食品

体の調子を整える
緑色食品

その他の食品

1 火

2 水

3 木

4 金

7 月

8 火

9 水

10 木

11 金

21 月

15 火

16 水

17 木

18 金

23 水

24 木

25 金

28 月

31 木

29 火

30 水

けんこうてきなせいかつリズムをかんがえよう

今月の給食目標

○あさごはんをきちんとたべる。よふかしをしない。

○はやね、はやおき、あさごはんを あいことばに がんばりましょう。

川下小学校１０月 よていこんだて

給食試食会

3年社会見学

1年社会見学

２年遠足

目の愛護デー

にちなんだ献立

山口県郷土料理

ハロウィン献立


