
ひじきごはん ひじき　とりにく　あぶらあげ　ぎゅうにゅう ごはん　あぶら　さとう グリンピース　にんじん　ほししいたけ うすくちしょうゆ　さけ　しお

ツナマヨネーズあえ ツナ ノンエッグマヨネーズ　さとう きゅうり　キャベツ しょうゆ 卵

あきやさいのにもの ぶたにく　さつまあげ さといも　こんにゃく　さとう にんじん　れんこん　ごぼう　しめじ　さやいんげん しょうゆ　さけ　しお 乳・乳製品

おつきみだんご おつきみだんご ６８３，２４.３

リッチパン ぎゅうにゅう リッチパン

ぶたにくのようふうにこみ ぶたにく じゃがいも キャベツ　だいこん　にんじん　たまねぎ チキンスープ　コンソメ　ウスターソース 海藻

さとう マッシュルーム　パセリ ケチャップ　しお　こしょう 魚介類

チンゲンサイのソテー チキンハム あぶら こまつな　もやし　とうもろこし しお　こしょう ６２２，２３.２

ごはん ぎゅうにゅう ごはん　

さばのゆずみそに さばのゆずみそに いも類

ブロッコリーのおかかあえ かつおぶし さとう ブロッコリー　キャベツ　きゅうり しょうゆ 果物

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　ねぎ こんぶだし　かつおだし　うすくちしょうゆ　しょうゆ　しお ６６６，２６.５

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　すりりんご 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　しろいんげんまめ かれーこ　しお　こしょう　あかワイン　しょうゆ 小魚類

やさいのごまドレッシング しらすぼし ごま　さとう　あぶら ほうれんそう　キャベツ　にんじん　とうもろこし しょうゆ ６５１，２３.５

ごはん ぎゅうにゅう ごはん

わふうハンバーグ ハンバーグ さとう だいこん しょうゆ　みりん 緑黄色野菜

れんこんサラダ チキンハム 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 魚介類

のっぺいじる とりにく さといも　こんにゃく　でんぷん たまねぎ　にんじん　ねぎ かつおだし　こんぶだし　うすくちしょうゆ　しょうゆ　しお ６８１，２５.５

ごはん ぎゅうにゅう ごはん

だいこんいりマーボーどうふ 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　だいこん　ほししいたけ　 しょうゆ　さけ　トウバンジャン 種実類

にら　しょうが　にんにく いも類

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 ６１６，２４.５

パン　ブルーベリーゼリー ぎゅうにゅう パン　ブルーベリーゼリー

さけのチーズフライ さけのチーズフライ あぶら 豆・豆製品

キャベツとハムのソテー チキンハム あぶら キャベツ　にんじん　ピーマン しょうゆ　しお　こしょう 果物

スピナッチスープ ベーコン じゃがいも ほうれんそう　たまねぎ　にんじん チキンスープ　うすくちしょうゆ　しお　こしょう ６４７，２７.５

ハヤシライス（スーパーおおむぎごはん ぎゅうにゅう ごはん　スーパーおおむぎ マッシュルーム　グリンピース　トマトかん トマトピューレ　ケチャップ　ハヤシルウ 魚介類

ハヤシシチュー） ぎゅうにく あぶら　さとう にんにく　たまねぎ　にんじん しお　こしょう　あかワイン　デミグラスソース 種実類

コールスローサラダ キャベツ　きゅうり　とうもろこし　にんじん コールスロードレッシング ６５５，２０.３

セルフホットドッグ（せわりパン ぎゅうにゅう せわりパン 海藻類

フランクフルトのケチャップに　ゆでやさい） フランクフルト さとう キャベツ　きゅうり ケチャップ　ウスターソース 肉類

やさいたっぷりスープ ベーコン じゃがいも こまつな　にんじん　たまねぎ　もやし　きくらげ チキンスープ　うすくちしょうゆ　しお　こしょう ５８６，２３.０

ごはん ぎゅうにゅう ごはん 緑黄色野菜

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　さやいんげん さけ　しょうゆ　しお 果物

りっちゃんのサラダ ロースハム　こんぶ　かつおぶし さとう　あぶら キャベツ　きゅうり　とうもろこし　にんじん しお　す　うすくちしょうゆ ６５７，２６.２

ごはん ぎゅうにゅう ごはん 卵

ぶたのしょうがやき ぶたにく あぶら　さとう たまねぎ　ピーマン　しょうが みりん　しょうゆ　さけ 海藻類

あいしょうじる ベーコン　とうふ　ぎゅうにゅう　しろみそ さつまいも にんじん　たまねぎ　ねぎ にぼしだし ６６０，２３.３

パン ぎゅうにゅう パン 魚介類

チキンとマカロニのクリームに とりにく　マカロニ　だいず　ぎゅうにゅう 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　しお　こしょう 果物

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 ６３７，２６.０

ごはん ぎゅうにゅう ごはん

けんさんさばのしょうがに けんさんさばのしょうがに 肉類

いそべあえ しらすぼし　きざみのり さとう こまつな　キャベツ　 しょうゆ 種実類

れんこんのみそしる とうふ　あぶらあげ　むぎみそ れんこん　だいこん　にんじん　ねぎ にぼしだし ６１８，２３.７

ココアパン ぎゅうにゅう パン ココア 緑黄色野菜

ミートスパゲティ ぎゅうにく　ぶたにく スパゲッティ　バター マッシュルーム　たまねぎ　にんじん　グリンピース　にんにく ケチャップ　あかワイン　しお　こしょう　コンソメ 小魚類

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　キャベツ しょうゆ ６１６，２６.１

ぶたたまどんぶり ぎゅうにゅう ごはん

（ごはん　ぶたたまどんぶりのぐ） ぶたにく　たまご こんにゃく　あぶら　さとう　でんぷん しょうが　たまねぎ　ごぼう　にんじん　えのきたけ　ねぎ さけ　みりん　しょうゆ　うすくちしょうゆ　しお 豆・豆製品

ゆかりあえ キャベツ　きゅうり　ゆかり しお 種実類

だいがくいも さつまいも　あぶら　さとう しょうゆ　す ６７６，２２.９

ごはん ぎゅうにゅう ごはん

にくだんご にくだんご いも類

きりぼしだいこんのやきそばふう ぶたにく きりぼしだいこん　キャベツ　にんじん　たまねぎ おこのみソース　ウスターソース　しお　こしょう 魚介類

おじゃがもちじる とうふ　あぶらあげ おじゃがもちボール だいこん　にんじん　ねぎ かつおだし　こんぶだし　うすくちしょうゆ　しょうゆ　しお ６２８，２０.９

こくとうパン ぎゅうにゅう パン　くろざとう

おまめとやさいのポトフ ウインナー　とりにく じゃがいも キャベツ　たまねぎ　ひよこまめ　レンズまめ チキンスープ　しょうゆ　こしょう 卵

にんじん　ほうれんそう うすくちしょうゆ　コンソメ　しお きのこ類

フルーツのヨーグルトあえ ヨーグルト バナナ　みかんかん　パイナップルかん　ももかん ６４６，２４.７

ごはん ぎゅうにゅう ごはん

さんまのうめに さんまのうめに 緑黄色野菜

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

とうふじる とうふ　あぶらあげ にんじん　たまねぎ　だいこん　ねぎ かつおだし　こんぶだし　うすくちしょうゆ　しょうゆ　しお　さけ ６４３，２３.６

しょくパン　スライスチーズ ぎゅうにゅう　チーズ しょくパン 果物

ポテトサラダ ロースハム 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 魚介類

とりにくとキャベツのスープ とりにく はるさめ キャベツ　にんじん　たまねぎ チキンスープ　しょうゆ　しお　こしょう ６２１，２５.４

ごはん ぎゅうにゅう ごはん 肉類

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　うすくちしょうゆ　しょうゆ 種実類

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 ５８４，２１.０

ちゅうかどん ぎゅうにゅう ごはん にんじん　たまねぎ　キャベツ　さやえんどう チキンスープ

（ごはん　ちゅうかどんのあん） ぶたにく　えび　いか　うずらたまご あぶら　でんぷん　ごまあぶら こまつな　きくらげ　しょうが しょうゆ　しお　こしょう 豆・豆製品

コーンしゅうまい コーンしゅうまい いも類

みかん みかん ７０４，３１.０

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 果物

きのこのとうにゅうスープ ベーコン　とうにゅう　ぎゅうにゅう じゃがいも しめじ　えのきたけ　マッシュルーム しお　こしょう 野菜

キャベツ　にんじん　グリンピース ６２５，３０.４
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ざ　　い　　り　　ょ　　う　　め　　い 家庭で
とりたい食品
熱量・蛋白質

　Kcal　 , 　g

あかいろの食品
（体をつくるもとになる）

きいろの食品
（エネルギーのもとになる）

みどりいろの食品
（体の調子を整えるもとになる）

その他の食品

えいようバランスをかんがえてたべよう

今月の給食目標

○きゅうしょくには たくさんのたべものが つかわれている

○たべものは あかいろ・きいろ・みどりいろのグループにわけられる

川下小学校１０月 よていこんだて

1年遠足

２年社会見学

目の愛護デー

にちなんだ献立

地場産給食

４年社会見学

3年社会見学

５年遠足

５年社会見学


