
ハヤシライス ぎゅうにゅう ごはん　さとう にんにく　グリンピース　トマト しお　こしょう　あかワイン　ケチャップ 果物

（ごはん　ハヤシシチュー） ぎゅうにく あぶら　じゃがいも たまねぎ　にんじん　マッシュルーム トマトピューレ　ハヤシルウ　デミグラスソース 豆・豆製品

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 ６６１，２０.４

パン　かしわもち ぎゅうにゅう パン かしわもち

ポークビーンズ ぶたにく　だいず 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　ウスターソース 魚介類

コンソメ　しょうゆ 種実類

はるやさいのソテー チキンハム あぶら アスパラガス　たけのこ　にんじん　キャベツ しょうゆ　しお　こしょう ６５９，２５.３

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 きのこ類

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 野菜

オレンジ オレンジ ６２２，２１.３

パン　いちご＆マーガリン ぎゅうにゅう パン いちご＆マーガリン

わかどりのハーブやき わかどりのハーブやき 小魚類

ほうれんそうとコーンのソテー バター キャベツ　ほうれんそう　とうもろこし しお　こしょう　しょうゆ 果物

レタスとトマトのスープ きぬごしどうふ　ベーコン　かんてん マカロニ　ごまあぶら　でんぷん しょうが　トマト　たまねぎ　レタス　ほししいたけ しょうゆ　うすくちしょうゆ　チキンスープ　しお　こしょう ６５７，３０.１

ごはん ぎゅうにゅう ごはん

さわらのカレーたつたあげ さわら でんぷん　あぶら しょうが しょうゆ　さけ　カレーこ 海藻類

きゅうりのとさづけ かつおぶし さとう きゅうり　きくらげ しょうゆ たまご

とんじる ぶたにく　とうふ　むぎみそ こんにゃく ごぼう　にんじん　キャベツ　ねぎ ６６６，２７.７

わかめごはん ぎゅうにゅう　わかめ ごはん

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 魚介類

かまぼことキャベツのごまずあえ かまぼこ ごま　さとう キャベツ　きゅうり しょうゆ　す 種実類

バナナ バナナ ６５４，２３.３

セルフハンバーガー（まるパン ぎゅうにゅう まるパン 海藻類

ゆでやさい　ハンバーグのケチャップに） ハンバーグ さとう きゅうり　キャベツ しお　ケチャップ　ウスターソース 豆・豆製品

ミルクスープ とりにく　ぎゅうにゅう じゃがいも たまねぎ　にんじん　マッシュルーム　ほうれんそう チキンスープ　コンソメ　しお　こしょう ６０２，２８.０

ごはん ぎゅうにゅう ごはん

けんさんたまごやき けんさんたまごやき 野菜類

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 にんじん しょうゆ いも類

あじだんごじる あじだんご　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 ６１７，２６.７

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　さんさいミックス　ねぎ みりん　しお

あぶらあげ　わかめ こんぶだし　かつおだし　しょうゆ きのこ類

かつおフライ かつおフライ あぶら 豆・豆製品

ごぼうサラダ チキンハム ごま　さとう ごぼう　キャベツ　きゅうり ノンエッグマヨネーズ　しょうゆ

はちみつレモンゼリー はちみつレモンゼリー ５９３，２６.５

ごはん ぎゅうにゅう ごはん

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 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

さとう　ごま 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 ６６１，２３.６

ごはん ぎゅうにゅう ごはん

とうふチャンプルー とうふ　ぶたにく　たまご　かつおぶし あぶら　さとう　ごまあぶら　でんぷん もやし　こまつな しょうゆ　しお　こしょう 野菜類

みそしる なまあげ　わかめ　むぎみそ じゃがいも たまねぎ　たけのこ　さやえんどう にぼしだし 魚介類

おからケーキ おからケーキ ６７７，２４.７

こくとうパン ぎゅうにゅう パン　くろざとう

いわしのトマトに いわしのトマトに 豆・豆製品

ささみとコーンのあえもの とりささみ あぶら　さとう こまつな　もやし　とうもろこし しお　す　しょうゆ 果物

ジュリアンスープ ベーコン たまねぎ　にんじん　キャベツ　しめじ　セロリー　パセリ チキンスープ　しょうゆ　しお　こしょう ６２９，２５.６

ちゅうかどん ぎゅうにゅう　うずらたまご ごはん　あぶら　でんぷん さやえんどう　こまつな　きくらげ　しょうが チキンスープ　しょうゆ　しお　こしょう 乳・乳製品

（ごはん　ちゅうかどんのあん） ぶたにく　えび　いか ごまあぶら たけのこ　にんじん　たまねぎ　キャベツ 海藻類

りゃんばん チキンハム 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 ６２６，２６.２

パン　アセロラゼリー ぎゅうにゅう パン アセロラゼリー

さけのクリームに さけ　だいず　ぎゅうにゅう じゃがいも　あぶら　バター たまねぎ　にんじん　しめじ　ほうれんそう しろワイン　チキンスープ たまご

はくりきこ しお　こしょう 果物

ひじきとツナのサラダ ひじき　ツナ ごま きゅうり　キャベツ ノンエッグマヨネーズ　しょうゆ ６４７，２７.２

ポークカレーライス ぎゅうにゅう ごはん グリンピース　にんにく　しょうが　すりりんご 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　ポークカレーシチュー） ぶたにく　チーズ じゃがいも　あぶら　 たまねぎ　にんじん　しろいんげんまめ カレールウ　ウスターソース　トマトピューレ　ケチャップ 野菜

フルーツしらたま しらたまもち パイナップル　もも　みかん オレンジジュース ７３６，２０.３

ごはん ぎゅうにゅう ごはん

さばのみそに さばのみそに 肉類

そくせきづけ しそこんぶ キャベツ　きゅうり　 種実類

はっぱいじる あぶらあげ　とうふ じゃがいも　こんにゃく　ふ だいこん　にんじん　ねぎ　ほししいたけ こんぶだし　かつおだし　しょうゆ　さけ　しお ６３０，２３.１

アップルパン ぎゅうにゅう パン ドライアップル 豆・豆製品

ナポリタンスパゲティ フランクフルト　ベーコン スパゲッティ　あぶら 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 海藻類

コールスローサラダ さとう キャベツ　きゅうり　とうもろこし　にんじん ノンエッグマヨネーズ　す　しお　こしょう ６６０，２２.５

※都合により献立を変更することがあります。
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あさごはんを しっかり たべよう！

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


