
チキンカレーライス ぎゅうにゅう ごはん アスパラガス　にんにく　しょうが　すりりんご カレールウ　ウスターソース　トマトピューレ

（ごはん　チキンカレーシチュー） とりにく　チーズ　しろはなまめ じゃがいも　あぶら たまねぎ　にんじん カレーこ　しお　こしょう　あかワイン　しょうゆ　ケチャップ 豆・豆製品

だいこんサラダ ツナ ごま　ノンエッグマヨネーズ　さとう だいこん　こまつな しょうゆ 海藻類

ひゅうがなつゼリー ひゅうがなつゼリー ７４９，２２.１

パン ぎゅうにゅう パン

ポークビーンズ だいず　ぶたにく　しろはなまめ じゃがいも　さとう たまねぎ　にんじん　パセリ ケチャップ　トマトピューレ　ウスターソース 緑黄色野菜

コンソメ　しょうゆ きのこ類

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 ６０１，２５.５

ごはん ぎゅうにゅう ごはん

いわしのうめに いわしのうめに 果物

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 たまご

はるやさいのみそしる とうふ　わかめ　むぎみそ たまねぎ　キャベツ　たけのこ　さやえんどう にぼしだし ６２７，２２.４

ビビンバ ぎゅうにゅう ごはん

（ごはん　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 魚介類

わかめスープ とうふ　わかめ　 じゃがいも　ごまあぶら たまねぎ　えのきたけ　ねぎ チキンスープ　しょうゆ　しお　こしょう 野菜

ベビーパイン ベビーパイン ６２２，２２.２

パン ぎゅうにゅう パン

わかどりのハーブやき わかどりのハーブやき いも類

アスパラガスのソテー しらすぼし あぶら アスパラガス　キャベツ　にんじん　とうもろこし　にんにく しょうゆ　しお　こしょう 果物

ラビオリスープ ラビオリ　ベーコン　レンズまめ にんじん　マッシュルーム　こまつな　たまねぎ チキンスープ　うすくちしょうゆ　しお　こしょう ６２０，３１.1

ゆかりごはん ぎゅうにゅう ごはん ゆかり 海藻類

じゃがいものそぼろに ぶたにく　なまあげ こんにゃく　じゃがいも　あぶら　さとう しょうが　たまねぎ　にんじん　さやいんげん みりん　しょうゆ 魚介類

こまつなのいそあえ のり さとう こまつな　キャベツ　もやし す　しょうゆ ６１２，２１.０

さんさいうどん ぎゅうにゅう　とりにく　かまぼこ うどん たまねぎ　にんじん　わらび　ねぎ こんぶだし　かつおだし

あぶらあげ　わかめ えのきたけ　たけのこ しょうゆ　みりん　しお たまご

かつおフライ かつおフライ あぶら いも類

やさいのマヨネーズあえ ロースハム ごま　ノンエッグマヨネーズ　さとう キャベツ　きゅうり　にんじん しょうゆ

おからケーキ おからケーキ ６３０，２９.０

ごはん　オレンジ ぎゅうにゅう ごはん オレンジ 緑黄色野菜

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 ６７２，２４.４

ごはん ぎゅうにゅう ごはん

たまごやき たまごやき いも類

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

さけだんごじる さけだんご　とうふ たまねぎ　にんじん　えのきたけ　ねぎ かつおだし　こんぶだし　さけ　しょうゆ　うすくちしょうゆ　しお ６０２，２４.０

パン ぎゅうにゅう パン

にくだんご にくだんご 豆・豆製品

もやしのちゅうかあえ ごま　さとう もやし　こまつな　にんじん しょうゆ　す　ごまあぶら　しお 魚介類

ぐだくさんスープ とりにく じゃがいも たまねぎ　にんじん　はくさい　きくらげ　チンゲンサイ チキンスープ　うすくちしょうゆ　コンソメ　しお　こしょう ５９５，２５.２

ごはん ぎゅうにゅう ごはん

せつきあじてんぷら せつきあじてんぷら あぶら 野菜

ひじきのいために とりにく　ひじき　あぶらあげ　だいず あぶら　さとう にんじん　さやいんげん しょうゆ 種実類

キャベツのみそしる とうふ　わかめ　むぎみそ キャベツ　たまねぎ　ほうれんそう　ねぎ にぼしだし ６３８，２５.６

パン　りんごジャム ぎゅうにゅう パン　りんごジャム

ミートボールとやさいのスープに ミートボール じゃがいも キャベツ　たまねぎ　にんじん チキンスープ　コンソメ　うすくちしょうゆ 乳・乳製品

しめじ　ブロッコリー しお　こしょう 果物

ごぼうのドレッシングサラダ ツナ あぶら　さとう ごぼう　にんじん　きゅうり しょうゆ　す　しお　こしょう ６００，２２.３

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 いも類

きゅうりのとさづけ きくらげ　かつおぶし さとう きゅうり しょうゆ 野菜

とうふじる とうふ　あぶらあげ　わかめ にんじん　たまねぎ　えのきたけ　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 ６０３，２７.３

ごはん ぎゅうにゅう ごはん 魚介類

ぶたにくのやながわふう ぶたにく　たまご　ちくわ さとう ごぼう　たまねぎ　にんじん　えのきたけ　ねぎ しょうゆ　うすくちしょうゆ　さけ 青菜類

キャベツとかまぼこのごまあえ かまぼこ ごま　さとう キャベツ　きゅうり しょうゆ ６２８，２４.４

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 乳・乳製品

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

ジュリアンスープ ベーコン たまねぎ　にんじん　キャベツ　きくらげ　セロリー　パセリ チキンスープ　しょうゆ　しお　こしょう ６１４，２５.８

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

ぶたにくとキャベツのみそいため ぶたにく　なまあげ　あかみそ あぶら　さとう キャベツ　たけのこ しょうゆ　さけ いも類

ビーフンごもくじる とりにく　かまぼこ ビーフン たまねぎ　にんじん　はくさい　こまつな　 チキンスープ　しょうゆ　うすくちしょうゆ 魚介類

ねぎ　ほししいたけ しお　こしょう ６４９，２４.２

こくとうパン ぎゅうにゅう パン　くろざとう

とりにくのトマトに とりにく　しろはなまめ じゃがいも　さとう　あぶら たまねぎ　にんじん　ほうれんそう しお　こしょう　チキンスープ たまご

ほししいたけ　すりりんご ケチャップ　ウスターソース 海藻類

フルーツしらたま しらたまもち パインかん　ももかん　みかんかん　オレンジジュース ６９５，２４.４

※都合により献立を変更することがあります。
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しょくじのマナーを みにつけよう！

今月の給食目標

川下小学校5月 よていこんだて

地場産給食


