
ごはん　せつぶんまめ ぎゅうにゅう　せつぶんまめ ごはん

いわしのかばやきふう いわし でんぷん　あぶら　さとう しょうが さけ　しょうゆ　みりん いも類

ささみとやさいのゆかりあえ とりささみ キャベツ　きゅうり　ゆかり しお 果物

とうふじる とうふ　あぶらあげ にんじん　たまねぎ　えのきたけ　だいこん　ねぎ かつおだし　こんぶだし　しょうゆ　うすくちしょうゆ　さけ　しお ６８０，３２.２

パン ぎゅうにゅう　 パン

チーズオムレツ チーズオムレツ 魚介類

ポテトサラダ 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 豆類

やさいたっぷりスープ ベーコン こまつな　にんじん　キャベツ　たまねぎ　 チキンスープ　しょうゆ　しお

とうもろこし　もやし　きくらげ こしょう ６１８，２５.３

ごはん ぎゅうにゅう ごはん

キムチなべ ぶたにく　とうふ　むぎみそ　あかみそ マロニー はくさい　はくさいキムチ　にんじん　えのきたけ さけ　こんぶだし 海藻類

たまねぎ　にら　 緑黄色野菜

ちゅうかあえ ハム さとう　ごまあぶら　ごま きゅうり　にんじん　もやし しょうゆ　す ６２５，２３.８

ごはん ぎゅうにゅう ごはん

とりつくね とりつくね きのこ類

ひじきのいために ひじき　あぶらあげ　だいず あぶら　さとう さやいんげん　にんじん しょうゆ 野菜類

さつまじる とりにく　とうふ　むぎみそ さつまいも　こんにゃく だいこん　にんじん　ねぎ にぼしだし ６４０，２４.３

クロワッサン ぎゅうにゅう クロワッサン

ぶたにくのようふうにこみ ぶたにく　 じゃがいも　さとう だいこん　たまねぎ　にんじん　しめじ　こまつな チキンスープ　コンソメ　ウスターソース たまご

ケチャップ　しお　こしょう 果物

はなっこりーのソテー ベーコン あぶら はなっこりー　とうもろこし　キャベツ しお　こしょう　しょうゆ ６８６，２６.４

ごはん ぎゅうにゅう ごはん

とりのからあげ とりにく でんぷん　あぶら しお　こしょう　さけ いも類

こまつなのおひたし かつおぶし さとう こまつな　もやし　にんじん しょうゆ きのこ類

ふくのみそしる ふぐ　とうふ　むぎみそ たまねぎ　にんじん　はくさい　ねぎ にぼしだし ６７６，３４.６

ごはん　りんご ぎゅうにゅう ごはん りんご 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　あぶら　さとう たまねぎ　にんじん　ほししいたけ　ねぎ さけ　しょうゆ　しお 青菜類

きんぴらごぼう こんにゃく　ごまあぶら　さとう　ごま ごぼう　にんじん　さやいんげん しょうゆ　みりん ６３８，２４.０

ごはん ぎゅうにゅう ごはん

さわらのさいきょうやき さわらのさいきょうやき 果物

たくあんあえ ごま たくあん　キャベツ　きゅうり しょうゆ　しお 種実類

さといもとだいこんのそぼろに とりにく　なまあげ さといも　こんにゃく　さとう　でんぷん しょうが　だいこん　にんじん　ほししいたけ　こまつな みりん　さけ　しょうゆ　うすくちしょうゆ ６５５，２８.７

ナン　ヨーグルト ぎゅうにゅう　ヨーグルト ナン

キーマカレー ぎゅうにく　ぶたにく　レンズまめ あぶら　スーパーおおむぎ にんにく　しょうが　たまねぎ　にんじん　トマト しお　こしょう　あかワイン　しょうゆ　カレーこ 青菜類

チーズ はくりきこ　バター すりりんご ウスターソース　ケチャップ　チキンスープ 魚介類

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 きゅうり　キャベツ しょうゆ　す ６６５，３２.３

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

きんときまめのふくめに きんときまめ さとう しお 野菜類

すましじる おさかなパスタ　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　こんぶだし　しょうゆ　うすくちしょうゆ　しお ６８７，２８.５

にくわかめうどん ぎゅうにゅう　ぎゅうにく　かまぼこ　あぶらあげ　わかめ うどん にんじん　はくさい　ねぎ こんぶだし　かつおだし　しょうゆ　みりん　しお

ちくわのいそべあげ ちくわのいそべあげ あぶら 緑黄色野菜

チーズポテト ベーコン　チーズ じゃがいも　バター たまねぎ 小魚類

バナナ バナナ ６０１，２４.２

ごはん ぎゅうにゅう ごはん けんさんりんごゼリー

まーぼーどうふ 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 海藻類

にら　しょうが　にんにく 果物

ねぎのバンバンジーサラダ とりささみ ごま　さとう　ごまあぶら ねぎ　キャベツ　もやし しょうゆ　す　しお ６６３，２７.７

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

あんこうなべ あんこう　とりにく　とうふ マロニー はくさい　しろねぎ　にんじん　ほししいたけ さけ　しお　かつおだし　こんぶだし たまご

だいこん　しゅんぎく しょうゆ いも類

れんこんのごまネーズあえ ハム ノンエッグマヨネーズ　ごま　さとう れんこん　きゅうり しょうゆ　 ６１９，２３.５

セルフハンバーガー（まるパン　ゆでやさい ぎゅうにゅう まるパン きゅうり　キャベツ しお 豆・豆製品

ハンバーグのケチャップに） ハンバーグ さとう ケチャップ　ウスターソース 種実類

かきたまスープ ベーコン　たまご じゃがいも たまねぎ　にんじん　えのきたけ　きくらげ　ほうれんそう チキンスープ　しょうゆ　しお　こしょう ６３３，２８.２

はちみつパン ぎゅうにゅう パン はちみつ 魚介類

クリームシチュー とりにく　ぎゅうにゅう　 じゃがいも　あぶら　バター　はくりきこ たまねぎ　にんじん　マッシュルーム　グリンピース チキンスープ　コンソメ　しお　こしょう 青菜類

こまつなサラダ ツナ あぶら　さとう こまつな　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 ６５８，２４.３

ごはん　ぽんかん ぎゅうにゅう ごはん ぽんかん 豆・豆製品

ビビンバのぐ ぎゅうにく　あかみそ　たまご あぶら　ごま　さとう　ごまあぶら ねぎ　にんじん　ほうれんそう みりん　さけ　しょうゆ　トウバンジャン 乳・乳製品

わかめスープ ベーコン　わかめ じゃがいも　ごま　ごまあぶら にんじん　たまねぎ チキンスープ　しょうゆ　しお　こしょう ６４３，２１.８

ごはん ぎゅうにゅう ごはん 野菜類

なっとうみそ なっとう　ぶたにく　あかみそ さとう ねぎ さけ　みりん きのこ類

やさいのうまに とりにく　なまあげ　こんぶ こんにゃく　じゃがいも　あぶら　さとう たまねぎ　にんじん　さやいんげん しょうゆ　しお　さけ ６５７，２４.０

パン　チョコパテ ぎゅうにゅう パン チョコパテ 肉類

たらのレモンふうみ たら あぶら　でんぷん　さとう レモンかじゅう みりん　しょうゆ 海藻類

ミルクスープ ベーコン　ぎゅうにゅう じゃがいも たまねぎ　にんじん　はくさい　マッシュルーム　ほうれんそう しろワイン　チキンスープ　しお　こしょう ６４６，２４.５

※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

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
日

曜

日
こんだてめい

ざ　　い　　り　　ょ　　う　　め　　い

5 水

6 木

3 月

4 火

12 水

13 木

7 金

10 月

25 火

26 水

14 金

21 金

17 月

18 火

19 水

20 木

27 木

28 金

なんでも すききらいなく たべよう!

今月の給食目標

○きらいな食べ物でも食べないと、体の調子が悪くなることを知り、
少しずつ食べられるように努力しよう！

２月 よていこんだて 川下小学校

地場産給食

節分献立

ふくの日献立


