
ハヤシライス ぎゅうにゅう　ぎゅうにく ごはん　あぶら にんにく　たまねぎ　にんじん　トマトジュース しお　こしょう　あかワイン　デミグラスソース 小魚類

（ごはん　ハヤシシチュー） しろいんげんまめ さとう マッシュルーム　グリンピース トマトピューレ－　ケチャップ　ハヤシルウ 豆・豆製品

ブロッコリーサラダ ロースハム コールスロードレッシング ブロッコリー　キャベツ　とうもろこし ６５２，２２.１

セルフホットドッグ（せわりパン ぎゅうにゅう　 パン

あらびきポークウインナー　ボイルキャベツ） ポークウインナー さとう キャベツ ケチャップ　ウスターソース　しお 緑黄色野菜

もずくスープ もずく　ベーコン　とりにく たまねぎ　にんじん　えのきたけ　ねぎ チキンスープ　しょうゆ　うすくちしょうゆ　しお　こしょう 乳・乳製品

アセロラゼリー アセロラゼリー ６３７，２３.１

ごはん　かしわもち ぎゅうにゅう ごはん　かしわもち

かつおフライ かつおフライ あぶら 果物

そくせきづけ くきわかめつくだに きゅうり　キャベツ しお いも類

とうふじる とうふ　あぶらあげ　わかめ たまねぎ　にんじん　えのきたけ　ねぎ こんぶだし　かつおだし　しょうゆ　うすくちしょうゆ　さけ　しお ６４１，２４.２

ごはん ぎゅうにゅう ごはん 海藻類

ぶたにくのやながわに ぶたにく　たまご　ちくわ さとう　でんぷん ごぼう　たまねぎ　にんじん　ほししいたけ　ねぎ しょうゆ　うすくちしょうゆ　さけ 魚介類

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 ６１０，２５.０

こくとうパン ぎゅうにゅう パン　くろざとう

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　しめじ チキンスープ　コンソメ　うすくちしょうゆ たまご

ブロッコリー しお　こしょう 種実類

フルーツポンチ あきないだんご パインかん　ももかん　みかんかん ５９９，２１.０

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 果物

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

やまぐちやさいのみそしる とうふ　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 ６１２，２８.６

パン　チョコパテ ぎゅうにゅう パン　チョコパテ 海藻類

ラビオリスープ ラビオリ　ベーコン じゃがいも たまねぎ　にんじん　マッシュルーム　こまつな チキンスープ　うすくちしょうゆ　しお　こしょう 魚介類

アスパラサラダ ロースハム ノンエッグマヨネーズ アスパラガス　とうもろこし　きゅうり しょうゆ ５９３，２２.８

ごはん　チーズ ぎゅうにゅう　チーズ ごはん いも類

チンジャオロース ぎゅうにく あぶら　さとう　でんぷん ピーマン　たけのこ　しめじ　にんにく しょうゆ　さけ　オイスターソース たまご

こまつなとうずらたまごのスープ ベーコン　うずらたまご もやし　たまねぎ　にんじん　こまつな 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 ６１８，２３.８

チキンカレーライス ぎゅうにゅう　チーズ ごはん　あぶら 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　トマトピューレー　ケチャップ 緑黄色野菜

（ごはん　チキンカレーシチュー） とりにく　しろいんげんまめ じゃがいも たまねぎ　にんじん　グリンピース カレーこ　しお　こしょう　あかワイン　しょうゆ 海藻類

ごまじゃこサラダ ツナ　しらすぼし ごま　さとう　ごまあぶら キャベツ　セロリー　たまねぎ しょうゆ　す ６４９，２２.８

パン ぎゅうにゅう パン

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 豆・豆製品

ミネストローネ ベーコン じゃがいも　シェルマカロニ にんじん　たまねぎ　キャベツ　トマト ケチャップ　コンソメ　しお　こしょう 果物

あぶら ほうれんそう　にんにく ６０２，２７.８

ごはん　オレンジ ぎゅうにゅう ごはん オレンジ 魚介類

ちぐさやき ちぐさやき 種実類

とりにくとごぼうのうまに とりにく　なまあげ さといも　こんにゃく　あぶら　さとう ごぼう　にんじん　さやいんげん　ほししいたけ しょうゆ　みりん　さけ　しお ６４４，２４.９

パン　りんごジャム ぎゅうにゅう パン　りんごジャム きのこ類

ポークビーンズ だいず　ぶたにく　しろいんげんまめ じゃがいも　さとう たまねぎ　にんじん　ほうれんそう ケチャップ　トマトピューレー　ウスターソース　コンソメ　しょうゆ 乳・乳製品

ひじきとツナのサラダ ひじき　ツナ ノンエッグマヨネーズ きゅうり　だいこん しょうゆ ６２３，２６.５

ごはん ぎゅうにゅう ごはん 魚介類

かんこくふうにくじゃが ぶたにく　なまあげ ごまあぶら　じゃがいも　こんにゃく　さとう にんにく　にんじん　たまねぎ　ねぎ やきにくのたれ　さけ　しょうゆ 果物

りゃんばん チキンハム はるさめ　ごま　さとう　ごまあぶら きゅうり　キャベツ す　しょうゆ ６３０，２３.１

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 種実類

あじさんが あじさんが たまご

なまあげのみそしる なまあげ　むぎみそ じゃがいも もやし　たまねぎ　にんじん　ねぎ にぼしだし ５９４，２５.９

さんさいうどん ぎゅうにゅう　とりにく　かまぼこ　あぶらあげ　わかめ うどん たまねぎ　にんじん　さんさいミックス　ねぎ こんぶだし　かつおだし　しょうゆ　みりん　しお

いかのてんぷら いかのてんぷら あぶら 野菜類

やさいのマヨネーズあえ ツナ ごま　ノンエッグマヨネーズ　さとう キャベツ　きゅうり しょうゆ 乳・乳製品

はちみつレモンゼリー はちみつレモンゼリー ５８０，２２.８

ごはん　こざかなアーモンド ぎゅうにゅう　にぼし ごはん　アーモンド

はっぽうさい ぶたにく　うずらたまご あぶら　さとう　でんぷん しょうが　たまねぎ　にんじん　きくらげ しょうゆ　さけ　ちゅうかだし 海藻類

ごまあぶら はくさい　もやし　チンゲンサイ しお　こしょう 果物

ささみときゅうりのサラダ とりささみ ごま　さとう だいこん　きゅうり うすくちしょうゆ　す ６１５，２４.２

セルフハンバーガー（まるパン ぎゅうにゅう パン

ハンバーグのケチャップに　ボイルキャベツ） ハンバーグ さとう キャベツ ケチャップ　ウスターソース　しお 魚介類

コンソメスープ ベーコン じゃがいも たまねぎ　にんじん　しめじ　ほうれんそう チキンスープ　しょうゆ　しお　こしょう 豆・豆製品

ベビーパイン パイナップル ６０９，２５.１

ごはん ぎゅうにゅう ごはん

いわしのかんろに いわしのかんろに 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 海藻類
うおそうめんじる とうふ　あぶらあげ　うおそうめん たまねぎ　にんじん　えのきたけ　ねぎ こんぶだし　かつおだし　しょうゆ　うすくちしょうゆ　しお ６０２，２４.２

※都合により献立を変更することがあります。
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（体をつくるもとになる）
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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

こどもの日献立


