
パン　みかん ぎゅうにゅう パン みかん 種実類

アジのかわりソースかけ あじ あぶら　さとう でんぷん にんにく ケチャップ　ウスターソース　カレーこ　す　しょうゆ たまご

はるさめスープ とりにく はるさめ はくさい　こまつな　たまねぎ　にんじん　きくらげ チキンスープ　うすくちしょうゆ　コンソメ　しお　こしょう ６０７,２５.８

ごはん ぎゅうにゅう ごはん 魚介類

キムチなべ ぶたにく　とうふ　むぎみそ　あかみそ マロニー はくさい　はくさいキムチ　にんじん　えのきたけ　たまねぎ　にら さけ　こんぶだし 海藻類

ナムル ごま　さとう　ごまあぶら ほうれんそう　もやし　にんじん しょうゆ ６１０,２２.９

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

はくさいのおひたし かつおぶし さとう はくさい　こまつな しょうゆ 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　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 ６２５,２５.２

パン ぎゅうにゅう パン 魚介類

ミートボールのケチャップに ミートボール　だいず マカロニ　じゃがいも　あぶら　さとう たまねぎ　にんじん　ピーマン　マッシュルーム ケチャップ　ウスターソース　こしょう 果物

だいこんサラダ ツナ ごま　さとう　ノンエッグマヨネーズ だいこん　きゅうり しょうゆ ６０８,２２.９

ごはん ぎゅうにゅう ごはん 緑黄色野菜

ぶたにくのごましょうゆいため ぶたにく ごま　あぶら　さとう たまねぎ　さやいんげん しょうゆ 乳・乳製品

いしかりじる さけ　とうふ　あぶらあげ　むぎみそ じゃがいも はくさい　だいこん　にんじん　しめじ　ねぎ さけ　にぼしだし ６６３,２８.８

こくとうパン ぎゅうにゅう パン　くろざとう 果物

いかとキャベツのソテー いか あぶら キャベツ　たまねぎ　ピーマン　にんにく さけ　しお　こしょう　しょうゆ 豆・豆製品

コーンポタージュ とりにく　ぎゅうにゅう じゃがいも　あぶら　バター　はくりきこ たまねぎ　にんじん　とうもろこし　クリームコーン　パセリ チキンスープ　コンソメ　しお　こしょう ６２２,２４.３

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 カレールウ　ウスターソース　カレーこ　ケチャップ きのこ類

（ごはん　カレーシチュー） ぎゅうにく　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 トマトピューレ　しお　こしょう　あかワイン　しょうゆ 魚介類

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 ６９９,２２.０

まめツナそぼろごはん ぎゅうにゅう ごはん

（ごはん　まめツナそぼろ） とりにく　ツナ　だいず さとう えだまめ　にんじん　しょうが しょうゆ　さけ 緑黄色野菜

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 たまご

バナナ バナナ ６０８,２３.５

セルフメンチカツバーガー（まるパン ぎゅうにゅう まるパン 魚介類

ﾒﾝﾁｶﾂ　ﾎﾞｲﾙｷｬﾍﾞﾂ　ｳｽﾀｰｿｰｽ） メンチカツ あぶら キャベツ ウスターソース 野菜

ＡＢＣスープ ベーコン アルファベットマカロニ　じゃがいも 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　しお　こしょう ６３８,２２.２

ごはん ぎゅうにゅう ごはん 果物

すきやき ぎゅうにく　やきどうふ こんにゃく　あぶら　さとう はくさい　ごぼう　たまねぎ　しろねぎ　もやし しょうゆ　さけ きのこ類

いわくにあかだいこんのあまずあえ かつおぶし さとう だいこん　きゅうり　にんじん す　うすくちしょうゆ ６１４,２２.５

わかめうどん 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 はくさい　にんじん　ねぎ こんぶだし　かつおだし　しょうゆ　みりん　しお

ちくわのいそべあげ ちくわのいそべあげ あぶら 種実類

チンゲンサイとハムのいためもの ハム じゃがいも　あぶら チンゲンサイ　キャベツ しょうゆ　しお　こしょう 野菜

はちみつレモンゼリー はちみつレモンゼリー ６０１,２３.０

ごはん ぎゅうにゅう ごはん

いわしのみぞれに いわしのみぞれに 肉類

ひじきのしらあえ ひじき　とうふ さとう　ごま ほうれんそう　にんじん しょうゆ　みりん　しお 果物

じゃがいものみそしる あぶらあげ　むぎみそ じゃがいも たまねぎ　はくさい　えのきたけ　ねぎ にぼしだし ６３８,２５.４

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

ちぐさやき ちぐさやき 海藻類

はっぱいじる とうふ こんにゃく　ふ だいこん　にんじん　ほししいたけ　こまつな こんぶだし　かつおだし　しょうゆ　さけ　しお 魚介類

ミルメークココア ミルメークココア ６１８,２２.９

パン　クリスマスケーキ ぎゅうにゅう パン　クリスマスケーキ

てりやきチキン てりやきチキン 野菜

ボイルブロッコリー ブロッコリー あおじそドレッシング 小魚類

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　パセリ ケチャップ　トマトピューレ　ウスターソース　コンソメ　しょうゆ ７５５,３１.２

ごはん ぎゅうにゅう ごはん たまご

たらちり たら　とりにく　とうふ こんにゃく はくさい　しろねぎ　こまつな　にんじん　えのきたけ しょうゆ　さけ　しお　かつおだし　こんぶだし 果物

れんこんのごまネーズあえ 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 ６０３，２７.３

パン　みかん ぎゅうにゅう パン みかん 緑黄色野菜

かぼちゃのシチュー とりにく　ぎゅうにゅう じゃがいも　あぶら　バター　はくりきこ かぼちゃ　たまねぎ　にんじん　しめじ　グリンピース チキンスープ　コンソメ　しお　こしょう　 豆・豆製品

だいこんとみずなのサラダ わかめ　ツナ ごま　あぶら　さとう だいこん　みずな　 す　しお　しょうゆ　うすくちしょうゆ ６５８,２４.１

ぶたどんぶり ぎゅうにゅう ごはん しょうが　にんにく さけ　みりん　しょうゆ 種実類

（ごはん　ぶたどんのぐ） ぶたにく さとう にんじん　たまねぎ　ごぼう　 魚介類

ほうれんそうのみそしる とりにく　なまあげ　みそ じゃがいも キャベツ　えのきたけ　ねぎ　ほうれんそう にぼしだし ６２４，２４.８
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※　都合により献立を変更することがあります。
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あとかたづけをただしくしよう

今月の給食目標

１２月 よていこんだて 川下小学校

○給食の後片付けを早くする。
○ふきんをきれいに洗って干す。
○給食当番は、決められた通りに食器、食缶、残飯等の整理をする。

クリスマス

セレクト給食

地場産給食

冬至献立


