
ごはん ぎゅうにゅう ごはん

ぶりのてりやき ぶりのてりやき たまご

こうはくなます しらすぼし ごま　さとう だいこん　にんじん す　うすくちしょうゆ　しお いも類

ぞうに とりにく　かまぼこ　あぶらあげ しらたまもち かぶ　はくさい　みずな こんぶだし　かつおだし　しょうゆ　しお ６５４，３０.３

パン　りんご ぎゅうにゅう パン りんご

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 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　しお 海藻

はくりきこ にんにく　マッシュルーム　すりりんご カレーこ　こしょう　あかワイン　しょうゆ 豆・豆製品

ほうれんそうサラダ ツナ あぶら　さとう ほうれんそう　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 ６６８，２４.０

ナポリタンスパゲティ ぎゅうにゅう　フランクフルト　ベーコン あぶら　スパゲティ たまねぎ　にんじん　キャベツ　ピーマン　マッシュルーム ウスターソース　ケチャップ　しお　こしょう

かぼちゃひきにくフライ かぼちゃひきにくフライ あぶら 海藻

こまつなとコーンのソテー ハム じゃがいも　あぶら こまつな　もやし　とうもろこし しお　こしょう　しょうゆ 種実類

とうにゅうパンナコッタ（はちみつレモン） とうにゅうパンナコッタ（はちみつレモン） ６４４，２１.２

ごはん　ミルメークコーヒー ぎゅうにゅう ごはん ミルメークコーヒー

いわしのおかかに いわしのおかかに 青菜

かぶのゆずかあえ さとう かぶ　ほうれんそう　ゆず　ゆずきちかじゅう うすくちしょうゆ　しお　す 種実類

けんちんじる あぶらあげ　とうふ こんにゃく　さといも にんじん　だいこん　ほししたけ　ねぎ こんぶだし　かつおだし　しょうゆ　しお　さけ ５９７，２２.５

ごもくめし ぎゅうにゅう　とりにく　あぶらあげ ごはん　あぶら　さとう ごぼう　にんじん　グリンピース　ほししいたけ さけ　しょうゆ　しお 果物

おでん なまあげ　うずらたまご　やさいなかま　こんぶ さといも　こんにゃく　さとう にんじん　だいこん　 かつおだし　しょうゆ　さけ 魚介類

すみそあえ わかめ　むぎみそ　しろみそ キャベツ　きゅうり す　みりん ６１４，２４.０

アップルパン ぎゅうにゅう パン ドライアップル

ツナオムレツ ツナオムレツ いも類

コールスロー 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 す　しお　こしょう 緑黄色野菜

ふゆやさいのポトフ ウインナー たまねぎ　はくさい　かぶ　だいこん　にんじん　ブロッコリー チキンスープ　しょうゆ　うすくちしょうゆ　コンソメ　しお　こしょう ６４０，２５.０

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 果物

はくさいのおかかあえ かつおぶし ごま　さとう はくさい　こまつな しょうゆ 乳・乳製品

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 ６７１，２７.５

まるパン ぎゅうにゅう まるパン

ヒレカツ ヒレカツ あぶら 魚介類

ゆでやさい きゅうり　キャベツ しお　 海藻

はなっこりーとたまごのスープ ベーコン　たまご じゃがいも はなっこりー　にんじん　たまねぎ　ほうれんそう チキンスープ　しょうゆ　しお　こしょう ５９３，２４.７

いわくにれんこんカレーライス ぎゅうにゅう ごはん グリンピース　にんにく　しょうが カレーこ　しお　こしょう　あかワイン　しょうゆ 魚介類

（ごはん　いわくにれんこんカレーシチュー） ぎゅうにく　チーズ じゃがいも　あぶら たまねぎ　にんじん　れんこん　すりりんご カレールウ　ウスターソース　トマトピューレ　ケチャップ 豆・豆製品

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 ７０１，２１.１

ごはん　のりつくだに ぎゅうにゅう　のりつくだに ごはん

ぶたにくとはくさいのみそいため ぶたにく　なまあげ　あかみそ あぶら　さとう はくさい　たまねぎ しょうゆ　さけ いも類

はもだんごじる はもだんご　あぶらあげ たまねぎ　にんじん　えのきたけ　だいこん　ねぎ かつおだし　こんぶだし　さけ　うすくちしょうゆ　しょうゆ　しお 青菜

みかん みかん ６３５，２３.７

パン　チョコパテ ぎゅうにゅう パン チョコパテ

チキンビーンズ だいず　とりにく 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　チキンスープ　しょうゆ たまご

ひじきとハムのサラダ ひじき　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 ６４２，２６.１

ごはん ぎゅうにゅう ごはん

くじらのたつたあげ くじらのたつたあげ あぶら 青菜

こまつなのごまずあえ ごま　さとう こまつな　もやし　 す　うすくちしょうゆ 果物

すいとん すいとん　ぶたにく　あぶらあげ さつまいも はくさい　にんじん　しめじ　しろねぎ かつおだし　こんぶだし　しお　さけ　みりん　しょうゆ　うすくちしょうゆ ６８１，２８.２

チーズパン ぎゅうにゅう　チーズ パン 魚介類

フェジョアーダ きんときまめ　ウインナー　ぎゅうにく バター たまねぎ　にんじん　にんにく コンソメ　しお　こしょう 海藻

カンジャ とりにく　 こめ　じゃがいも　オリーブあぶら たまねぎ　にんじん　チンゲンサイ　しろねぎ しお　コンソメ　チキンスープ ６４１，２８.２

どんどろけめし ぎゅうにゅう　こんぶ　とうふ　あぶらあげ ごはん　あぶら　さとう にんじん　ごぼう　ねぎ しょうゆ　さけ　みりん

やさいのマヨネーズあえ ツナ さとう　ノンエッグマヨネーズ こまつな　キャベツ　にんじん しょうゆ 野菜

のっぺいじる とりにく　 さといも　こんにゃく　でんぷん たまねぎ　にんじん　ねぎ かつおだし　こんぶだし　うすくちしょうゆ　しょうゆ　しお きのこ類

なしゼリー なしゼリー ５８８，１９.５

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 野菜

いわくにあかだいこんのつけもの いわくにあかだいこんのつけもの 肉類

ほうれんそうのみそしる とうふ　あぶらあげ　むぎみそ じゃがいも たまねぎ　にんじん　ほうれんそう　ねぎ にぼしだし ６２８，２７.０

パン　いちごのこめこケーキ ぎゅうにゅう パン いちごのこめこケーキ 海藻

さつまいもとはくさいのクリームに ベーコン　だいず　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　はくさい　しめじ　ほうれんそう チキンスープ　しお　こしょう たまご

いかとやさいのサラダ いか さとう　あぶら キャベツ　きゅうり す　しお　こしょう　しょうゆ ５９９，２４.０
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１ 月 よていこんだて 川下小学校

かんしゃしてたべよう！今月の給食目標

○食べる前、食べた後のあいさつをきちんとする

○食べ物を作る人、調理をする人、給食当番へ感謝し、のこさず食べる
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地場産給食献立

タイムスリップ献立

鳥取県郷土料理

タイムスリップ給食

ブラジル料理


