
ビビンバ ぎゅうにゅう　たまご ごはん　ごまあぶら トウバンジャン 魚介類
（ごはん　ビビンバのぐ） ぎゅうにく　あかみそ あぶら　ごま　さとう ねぎ　にんじん　ほうれんそう みりん　さけ　しょうゆ 果物
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 ６０６，２０.９
ココアパン ぎゅうにゅう パン ココア

タラとペンネのクリームに たら　だいず　ぎゅうにゅう ペンネ　あぶら　バター　はくりきこ たまねぎ　にんじん　しめじ　グリンピース しろワイン　チキンスープ 海藻類
しお　こしょう 緑黄色野菜

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 ６３２，２８.６
キムタクごはん ぎゅうにゅう　ぶたにく ごはん　ごまあぶら　さとう はくさいキムチ　たくあん しょうゆ　さけ　みりん いも類
いわしのうめに いわしのうめに 乳・乳製品
とうふとはくさいのみそしる とうふ　あぶらあげ　むぎみそ たまねぎ　にんじん　はくさい　しめじ　ねぎ にぼしだし ６０９，２３.９
ごはん ぎゅうにゅう ごはん

かみかみだいず だいず　かえりいりこ さとう しょうゆ　みりん 種実類
とりにくとごぼうのうまに とりにく　なまあげ　こんにゃく じゃがいも　あぶら　さとう ごぼう　にんじん　さやいんげん　 しょうゆ　みりん　さけ　しお 果物

ほししいたけ ６５２，２６.５
パン ぎゅうにゅう パン

ほうれんそうオムレツ ほうれんそうオムレツ 緑黄色野菜
ジャーマンポテト ベーコン じゃがいも　バター たまねぎ　パセリ しお　こしょう 小魚類
レタスとトマトのスープ きぬごしどうふ　ハム　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 ６２３，２５.９
ハヤシライス ぎゅうにゅう ごはん グリンピース　にんじん　トマト しお　こしょう　あかワイン　デミグラスソース 魚介類
（ごはん　ハヤシシチュー） ぎゅうにく あぶら　じゃがいも　さとう にんにく　たまねぎ　マッシュルーム トマトピューレ　ケチャップ　ハヤシルウ 乳・乳製品
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
とんこつラーメン ぎゅうにゅう　ぶたにく　うずらたまご　なると ちゅうかめん たまねぎ　にんじん　もやし　ねぎ パイタンスープ　しお　こしょう

はるまき はるまき あぶら きのこ類
グリーンサラダ ブロッコリー　きゅうり　キャベツ わふうドレッシング 野菜類
フルーツあんにん フルーツあんにん ６１３，２２.８
ごはん ぎゅうにゅう ごはん

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　こんにゃく　さとう たまねぎ　にんじん　ほししいたけ　 さけ　しょうゆ　しお 果物
さやいんげん 魚介類

きゅうりとわかめのすのもの わかめ　しらすぼし さとう きゅうり　きくらげ す　しょうゆ　しお ５９２，２４.２
ごはん ぎゅうにゅう ごはん

さんまのしょうがに さんまのしょうがに 卵
ほうれんそうのごまあえ ごま　さとう　 ほうれんそう　もやし　にんじん しょうゆ いも類
すましじる とりにく　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 ６１３，２６.８
パン ぎゅうにゅう パン

ミートボールとマカロニのカレーに ミートボール　 マカロニ　じゃがいも　あぶら たまねぎ　にんじん　マッシュルーム チキンスープ　カレールウ　カレーこ きのこ類
グリンピース　すりりんご ウスターソース　ケチャップ　こしょう 豆・豆製品

こまつなとハムのソテー ハム あぶら こまつな　キャベツ　とうもろこし しょうゆ　しお　こしょう ６４４，２３.９
ごはん　みかんゼリー ぎゅうにゅう ごはん みかんゼリー 緑黄色野菜
チキンチキンごぼう とりにく でんぷん　あぶら　さとう ごぼう　えだまめ しょうゆ　みりん 魚介類
けんちんじる とうふ　あぶらあげ こんにゃく　じゃがいも にんじん　だいこん　ほししいたけ　ねぎ こんぶだし　かつおだし　しょうゆ　さけ　しお ６９０，２５.６
こくとうパン ぎゅうにゅう パン　くろざとう

ポークビーンズ だいず　ぶたにく 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 卵
ウスターソース　コンソメ　しょうゆ 小魚類

ひじきのマリネ ひじき　ツナ あぶら　さとう だいこん　きゅうり しょうゆ　す　しお ６２６，２３.７
ごはん ぎゅうにゅう ごはん

あじのしおやき あじのしおやき 肉類
やさいのあまずあえ ごま　さとう にんじん　きゅうり　もやし しょうゆ　す 果物
たまねぎのみそしる とうふ　わかめ　むぎみそ じゃがいも たまねぎ　にんじん　こまつな　ねぎ にぼしだし ６１３，２６.６
ごはん　おかかふりかけ ぎゅうにゅう ごはん おかかふりかけ 種実類
こまつなとちくわのじゃこあえ ちくわ　しらすぼし さとう こまつな　もやし しょうゆ いも類
けんちょう とりにく　とうふ　あぶらあげ さとう　あぶら だいこん　にんじん　ほししいたけ しょうゆ　さけ　 ６２６，２６.０
けんさんチキンカツバーガー ぎゅうにゅう まるパン

（まるパン　けんさんチキンカツ　ゆでやさい） けんさんチキンカツ あぶら　ごま キャベツ　きゅうり しお 海藻類
やさいスープ ベーコン　だいず じゃがいも はくさい　たまねぎ　にんじん　もやし　 チキンスープ　しょうゆ　しお　 卵

きくらげ　ほうれんそう こしょう ６２３，２５.６
ごはん ぎゅうにゅう ごはん

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 いも類
にら　しょうが　にんにく 果物

ちゅうかあえ とりささみ ごま　ごまあぶら　さとう キャベツ　にんじん　もやし しょうゆ　す ６５２，２７.３
てんぷらうどん ぎゅうにゅう　とりにく　かまぼこ うどん はくさい　にんじん　ほうれんそう こんぶだし　かつおだし　しょうゆ

（うどん　エビイカかきあげ） あぶらあげ　エビイカかきあげ あぶら みりん　しお 野菜類
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 乳・乳製品
マーラーカオ マーラーカオ ６６５，２２.９
ぶたどん ぎゅうにゅう　ぶたにく　ちくわ ごはん　こんにゃく たまねぎ　にんじん　えのきたけ しょうゆ　うすくちしょうゆ　みりん 魚介類
（ごはん　ぶたどんのぐ） あぶらあげ あぶら　さとう ごぼう　しろねぎ 海藻類
だいこんとツナのサラダ ツナ ごま　あぶら　さとう だいこん　こまつな す　しお　うすくちしょうゆ ６４１，２３.７
ごはん ぎゅうにゅう ごはん

さばのてりやき さばのてりやき きのこ類

キャベツのうめがつおあえ かつおぶし さとう キャベツ　きゅうり　ねりうめ しょうゆ いも類

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　だいこん　ねぎ ６４８，２８.９
パン ぎゅうにゅう パン

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

カラフルサラダ さとう　あぶら キャベツ　きゅうり　あかピーマン　きピーマン す　うすくちしょうゆ　しお　こしょう ６３９，２２.３
ごはん ぎゅうにゅう ごはん

なすとぶたにくのみそいため ぶたにく　なまあげ　あかみそ あぶら　さとう なす　ピーマン しょうゆ　さけ いも類
かきたまじる とうふ　たまご でんぷん たまねぎ　えのきたけ　にんじん　こまつな こんぶだし　かつおだし　しょうゆ 果物

うすくちしょうゆ　しお ６１６,２５.１
パインパン ぎゅうにゅう パン ドライパイン

ビーフン ぶたにく ビーフン　あぶら たまねぎ　にんじん　キャベツ　もやし さけ　しょうゆ　しお　こしょう 海藻類
ごまあぶら　 ねぎ　ほししいたけ　しょうが　にんにく 卵

チンゲンサイのスープ きぬごしどうふ　ベーコン チンゲンサイ　たまねぎ　にんじん　きくらげ しょうゆ　ちゅうかだし　みりん　こしょう ６１９,２３.６
※都合により献立を変更する場合があります。
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よくかんでたべよう！

今月の給食目標

川下小学校６月 よていこんだて

よくかんで強い「は」をつくりましょう！！かむことでいろいろなよいことがあります。
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