
＜きいろのなかま＞ ＜あかのなかま＞ ＜みどりのなかま＞
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おもに体
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の調子
ちょうし

を整
ととの

えるもとになる食品
しょくひん

むぎいりごはん こめ　むぎ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

うさぎがたハンバーグ ラード・さとう とりにく・ぶたにく たまねぎ・にんにく・しょうが

だいこんおろしソース だいこん

あおなとひじきのにびたし こめあぶら ひじき・あぶらあげ こまつな・キャベツ

すましじる とうふ にんじん・たまねぎ・はねぎ

じゅうごやデザート さとう かんてん みかんかじゅう・ぶどうかじゅう

むぎいりごはん こめ・むぎ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

さんまのかぼすレモンに さとう・でんぷん さんま レモン・かぼす

ごまいりにびたし ごま ほうれんそう・キャベツ・にんじん・コーン

みそしる じゃがいも みそ たまねぎ・にんじん・はねぎ

わかめごはん こめ・むぎ・こめあぶら わかめ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

やきつくね でんぷん・さとう とりにく・かつおぶし キャベツ・しょうが

おひたし にんじん・こまつな・キャベツ

かきたまみそしる とうふ・みそ・たまご たまねぎ・えのき・はねぎ

むぎいりごはん こめ・むぎ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

しらすいりしゅうまい さとう・こむぎこ たら・しらす・オイスターソース・だいず たまねぎ・しょうが

はるさめとハムのいためもの こめあぶら・はるさめ ハム もやし・キャベツ・コーン・にら

ワンタンスープ わんたんのかわ・ごまあぶら・でんぷん たまご・ベーコン はくさい・にんじん・はねぎ

リンゴチップパン こむぎこ・さとう だっしふんにゅう りんご

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

ポークビーンズ バター・こむぎこ・こめあぶら・さとう だいず・ぶたにく たまねぎ・にんじん・グリンピース

じゃがいも トマトピューレ

スイートポテトサラダ さつまいも・マヨネーズ ハム キャベツ・きゅうり・にんじん

むぎいりごはん こめ・むぎ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

はっぽうさい ごまあぶら・こめあぶら ぶたにく・えび・いか タケノコ・にんじん・しいたけ・たまねぎ

でんぷん キャベツ・チンゲンサイ

うずらのたまご うずらのたまご

はるさめスープ はるさめ ハム えのき・にんじん・はくさい・こまつな

くりおこわ こめ・もちごめ・くり・こめあぶら とりにく にんじん・しいたけ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

さけのカレーチーズやき さけ・こなチーズ

キャベツのにびたし こまつな・キャベツ・コーン

すましじる わかめ・とうふ・かまぼこ たまねぎ・はねぎ

プルーンヨーグルト さとう にゅうせいひん・だっしふんにゅう・かんてん プルーン

むぎいりごはん こめ・むぎ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

こめあぶら だっしふんにゅう・チーズ・ぶたにく ふるねしょうが・にんにく・にんじん

じゃがいも・さとう ひよこまめ れんこん・たまねぎ

ふくじんづけ さとう だいこん・きゅうり・なす・れんこん

しょうが・しそのは

フルーツジュレ さとう ももかん・みかんかん・パインかん

りんご・アセロラかじゅう

むぎいりごはん こめ・むぎ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

さかなのあまずあんがらめ こめあぶら・でんぷん・さとう さわら たまねぎ・タケノコ・ピーマン

もやしとコーンのちゅうかあえ ごまあぶら・さとう・ごま もやし・きゅうり・コーン

ちゅうかコーンスープ でんぷん とうふ・たまご えのき・にんじん・はねぎ・コーン

ちゅうかめん こむぎこ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

こめあぶら ぶたにく・みそ・チャーシュー にんにく・もやし・にんじん・キャベツ

コーン・はねぎ・しょうが

キャベツとちくわのいためもの ごまあぶら・ごま ちくわ キャベツ・たまねぎ

いもけんぴ こめあぶら・さつまいも・さとう

むぎいりごはん こめ・むぎ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

こめあぶら・でんぷん・さつまいも さわら しいたけ・にんじん・たけのこ

アーモンド・さとう グリンピース

もずくスープ とりにく・とうふ・もずく にんじん・たまねぎ・はねぎ

かたぬきレアチーズ さとう クリームチーズ・ぎゅうにゅう・にゅうせいひん いちごかじゅう・レモンかじゅう
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１６日からは、裏面をみてください。
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☆毎日の給食の写真や給食を作っている様子を学校ホームページにのせていますので、ご覧ください。

検索方法

三島市立 小学校ホームページ → 学校ブログ → メニュー 給食

三島市立向山小学校 検索
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むぎいりごはん こめ・むぎ

のりふりかけ ごま・でんぷん・さとう・こむぎはいが のり・ひじき・にゅうせいひん・かつおぶし

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

あげだしどうふのやさいあんかけ

　　　あげだしどうふ こめあぶら・でんぷん とうふ

　　　やさいあんかけ こめあぶら・さとう・でんぷん ぶたにく タケノコ・にんじん・たまねぎ・チンゲンサイ

みそしる じゃがいも みそ たまねぎ・こまつな

ごもくたきこみごはん こめ・むぎ・こめあぶら とりにく にんじん・ぶなしめじ・グリンピース

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

やきししゃも カラフトししゃも

ひじきのいために こめあぶら・さとう ひじき・だいず・あぶらあげ さやいんげん

さつまいものみそしる さつまいも わかめ・みそ えのき・たまねぎ・こまつな

むぎいりごはん こめ・むぎ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

あつやきたまご さとう・だいずあぶら・でんぷん たまご

ごまあえ ごま・さとう にんじん・チンゲンサイ・キャベツ

とんじる こんにゃく・じゃがいも ぶたにく・みそ・あぶらあげ・とうふ にんじん・はねぎ

チリコンカンどん

　　むぎいりごはん こめ・むぎ

　　チリコンカン こめあぶら ぶたにく・だいず・ベーコン たまねぎ・にんにく・トマトかん・ピーマン

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

フレンチサラダ こめあぶら・さとう ハム・チーズ レタス・キャベツ・きゅうり・コーン

フルーツゼリー ゼリーのもと パインかん・みかんかん

むぎいりごはん こめ・むぎ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

アジフライ こめあぶら・こむぎこ・パンこ アジ

ごまソース さとう・ごま

やさいのあまずあえ さとう キャベツ・にんじん・きゅうり

けんちんじる さといも・でんぷん とりにく・とうふ こんにゃく・ごぼう・だいこん・にんじん

はねぎ

むぎいりごはん こめ・むぎ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

カレーマーボー こめあぶら・でんぷん ぶたにく・だいず・みそ・とうふ にんにく・たまねぎ・にんじん・グリンピース

はくさいスープ ごま かまぼこ たまねぎ・にんじん・はくさい・チンゲンサイ

まいたけごはん こめ・むぎ・こめあぶら・さとう とりにく・あぶらあげ まいたけ・ごぼう

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

かんしょみしまコロッケ こめあぶら・さつまいも・さとう とうにゅう

だいずあぶら・パンこ

やさいソテー こめあぶら キャベツ・にんじん・コーン

すましじる わかめ・とうふ たまねぎ・にんじん・はねぎ

むぎいりごはん こめ・むぎ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

ちくわのもみじあげ こむぎこ・こめあぶら ちくわ・たまご にんじん

きりぼしだいこんとぶたにくの こめあぶら・でんぷん ぶたにく・こんぶ キャベツ・にんじん・ゆでぼしだいこん

いためもの もやし

わかめスープ ベーコン・わかめ たまねぎ・タケノコ・コーン・ねぶかねぎ

むぎいりごはん こめ・むぎ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

さばのしおやき さば しょうが

だいこんおろしソース さとう だいこん

にびたし こまつな・キャベツ・コーン

さつまいものみそしる さつまいも あぶらあげ・みそ・わかめ たまねぎ・こんにゃく・はねぎ

シーフードドリア

　バターライス こめ・むぎ・バター コーン

　シーフードドリアのぐ バター・こむぎこ・こめあぶら いか・えび・だっしふんにゅう・チーズ たまねぎ・マッシュルーム・にんにく

ぎゅうにゅう ほうれんそう

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

ベーコン にんじん・たまねぎ・えのき・はくさい

パセリ

むぎいりごはん こめ・むぎ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

とりのこみやき とり しょうが

グレイビーソース さとう

マッシュポテト じゃがいも・バター ぎゅうにゅう

ミネストローネ マカロニ ベーコン たまねぎ・セロリ・トマトかん・こまつな

パンプキンババロア さとう とうにゅう・だいず かぼちゃ

602
22.7

静岡県の農畜水産物を活用した学校給食への食材提供事業により、アジフライは静岡県漁連から無償でいただきました。
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　　　　　　　　　　　　　　　□すききらいしないでたべよう

　　　　　　　　　　　　　　　□きせつのたべものについてしろう

今月は、２２回の予定です。
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２２
（木）

※献立表は予定であり、天候などにより変更をする場合があります。ご了承ください。

２０
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１ねんせい　校外学習のため　きゅうしょくなし

583
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２６
（月）

582
23.5

２８
（水）

３０
（金）

653
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６ねんせい　修学旅行のため　きゅうしょくなし

６ねんせい　修学旅行のため　きゅうしょくなし

611
28.7

２９
（木）

やさいスープ

603
26.4

もくひょうをたっせいするために

がんばろう！

ふるさと

きゅうしょくの


