
日 曜 献立 材料 日 曜 献立 材料 日 曜 献立 材料 日 曜 献立 材料 日 曜 献立 材料

■チキンライス
こめ、とりにく、コーン、にんじん、たまねぎ、
にんにく、だいず、ぶたにく、りんご、バター、
トマト、にゅう

パックケチャップ トマト、たまねぎ

エネル
ギー 688 エネル

ギー 657

かしわもち こめ、あずき

ごはん こめ ごはん こめ ●■♯ココアパ
ン

♯しろみざかな
フライ

ホキ、こむぎ、だいず

パックソース トマト、にんじん、りんご

エネル
ギー 628 エネル

ギー 685 エネル
ギー 617 エネル

ギー 634 エネル
ギー 661

たんぱ
く質 23.1 たんぱ

く質 28.4 たんぱ
く質 27.7 たんぱ

く質 32.2 たんぱ
く質 27.9

エネル
ギー 591 エネル

ギー 593 エネル
ギー 612 エネル

ギー 641 エネル
ギー 614

たんぱ
く質 27.6 たんぱ

く質 27.3 たんぱ
く質 20.0 たんぱ

く質 30.1 たんぱ
く質 26.4

わかめごはん こめ、わかめ ごはん こめ
●■♯デニッ
シュパン

エネル
ギー 571 エネル

ギー 723 エネル
ギー 604 エネル

ギー 761 エネル
ギー 774

たんぱ
く質 27.0 たんぱ

く質 30.6 たんぱ
く質 25.5 たんぱ

く質 30.2 たんぱ
く質 30.9

ごはん こめ

エネル
ギー 675 エネル

ギー 620

たんぱ
く質 28.5 たんぱ

く質 28.9

                         ５月のこんだて表　★ぎゅうにゅうは、まいにちつきます！（小学校用）＊砂川市学校給食センター

2 6

すめし こめ

●オムレツ けいらん、だいず

♯こぎつねごは
んのぐ

とりにく、あぶらあげ、にんじん、だい
ず、こむぎ、こめ

じゃがいも、チーズ、だっしふんにゅ
う、こむぎ、だいず、こめ

たんぱ
く質 22.2 たんぱ

く質 24.4

（月）

●♯オニオン
スープ

たまねぎ、にんじん、ベーコン、とりに
く、けいらん、こむぎ、だいず

こまつなとえの
きのみそしる

こまつな、えのき、たまねぎ、あつあ
げ、だいず、にぼし、かつお・まぐろエ
キス、あさりエキス、こんぶエキス

12

キャベツ、たまねぎ、ねぎ、とりにく、
ぶたにく、だいず、こむぎ、ごまあぶ
ら、しょうが、にゅう

♯いわしのみぞ
れに

いわし、だいこん、こむぎ、だいず、さ
ばエキス、こんぶエキス

（金）

♯えだまめサラ
ダ

キャベツ、えだまめ、コーン、ハム、にんじん、たま
ねぎ、ピーマン、にんにく、しいたけ、しょうが、り
んご、プルーン、かつおぶしエキス、とりにく、ぶた
にく、こむぎ、だいず

■♯チーズフォ
ンデュコロッケ

♯ささみのレモ
ンソースかけ

とりにく、こめ、こむぎ、だいず、レモ
ンかじゅう

♯□にくだんご
のごまみそダレ

とりにく、ぶたにく、たまねぎ、こむ
ぎ、だいず、ごま、りんご、しょうが

（月） （火） （水） （木） （金）

13

●△■♯□ちゅ
うかどん

こめ、ぶたにく、えび、いか、あさり、
たまねぎ、はくさい、うずらのたまご、
たけのこ、にんじん、チンゲンサイ、ほ
ししいたけ、しょうが、にんにく、ごま
あぶら、だいず、こむぎ、ぎゅうにく、
とりにく、ゼラチン、にゅう、りんご

●♯とりごぼう
つみれじる

とりごぼうつみれ（ほっけ、ワラズカ、ぶたにく、だいず、と
りにく、ごぼう、にんじん、たまねぎ、けいらん、しょうが、
だいず、こむぎ）、だいこん、にんじん、ごぼう、ほししいた
け、ねぎ、こむぎ、だいず、こめ、かつおエキス、こんぶエキ
ス

とうふのみそし
る

とうふ、たまねぎ、ねぎ、にんじん、あ
ぶらあげ、だいず、にぼし、かつお・ま
ぐろエキス、あさりエキス、こんぶエキ
ス

■♯パンプキン
ポタージュ

かぼちゃ、たまねぎ、ベーコン、ぎゅうにゅ
う、とうにゅう、なまクリーム、こむぎ、だい
ず、とりにく、ぶたにく、はくさいエキス、ト
マトエキス

■♯□にくまん

9 10

●♯おやこうど
ん

うどん、たまねぎ、とりにく、けいら
ん、ちくわ、にんじん、ねぎ、ほししい
たけ、こんぶエキス、かつおぶしエキ
ス、だいず、こむぎ、こめ 11

たまねぎ、ほうれんそう、にんじん、
コーン、べーコン、けいらん、とりに
く、こむぎ、チーズ、だいず

♯□こまつなと
ツナのサラダ

もやし、キャベツ、こまつな、にんじ
ん、まぐろツナ、だいず、こむぎ、ごま
あぶら、ごま

とうにゅうブラ
マンジェ

とうにゅう

16

ごはん こめ

17

ごはん こめ

●♯ちくわみそ
マヨあえ

ちくわ、キャベツ、きゅうり、にんじ
ん、だいず、こむぎ、マヨネーズ（けい
らん）

●■♯やきプリ
ンタルト

けいらん、にゅう、だいず、こむぎ
♯やさいのキム
チいため

ぶたにく、はくさい、たまねぎ、にんじ
ん、にら、りんご、にんにく、トマト、
こんぶ、しょうが、だいず、こむぎ、こ
め

あつあげ、たまねぎ、こまつな、にんじ
ん、だいず、にぼし、かつお・まぐろエ
キス、あさりエキス、こんぶエキス

●♯ちゅうか
スープ

ベーコン、たまねぎ、ねぎ、にんじん、ほうれ
んそう、はるさめ、とりにく、けいらん、だい
ず、こむぎ、ぎゅうにく、ぶたにく、ゼラチン

●■♯イタリア
ンスープ

18

ごはん こめ

19

●■♯こめこパ
ン

♯ハンバーグの
デミソース

ぶたにく、とりにく、たまねぎ、だい
ず、トマト、こむぎ、ぎゅうにく、ゼラ
チン、りんご（月） （火） （水） （木） （金）

なめこのみそし
る

とうふ、だいこん、なめこ、ねぎ、にん
じん、だいず、にぼし、かつお・まぐろ
エキス、あさりエキス、こんぶエキス

♯ぶたにくのう
めみそやき

ぶたにく、うめ、りんご、こめ、こむ
ぎ、だいず

♯さんまのおか
かに

さんま、だいず、こむぎ、かつおぶし、
こんぶエキス

△♯はるまき

キャベツ、たまねぎ、にんじん、ぶたに
く、はるさめ、ねぎ、ゼラチン、ひじ
き、しょうが、こむぎ、ごま、だいず、
かきじる

■さけのムニエ
ル

さけ、バター、こめ

20

ごはん こめ

●♯かきたまじ
る

けいらん、たけのこ、にんじん、ほうれ
んそう、ほししいたけ、だいず、こむ
ぎ、こめ、かつおぶしエキス、こんぶエ
キス

あつあげとこま
つなのみそしる

とりにく、たまねぎ、はくさい、にんじ
ん、エリンギ、ぎゅうにゅう、バター、
チーズ、こむぎ、だいず、オニオンパウ
ダー、ホタテエキス

♯ジャーマンポ
テト

じゃがいも、たまねぎ、べーコン、こむ
ぎ、だいず、とりにく

♯□もやしとあ
ぶらあげのあえ
もの

もやし、あぶらあげ、きゅうり、にんじ
ん、だいず、こむぎ、ごま、ごまあぶら

♯マーボーどう
ふ

とうふ、ぶたにく、にんじん、ながね
ぎ、ほししいたけ、こむぎ、だいず、
しょうが、にんにく、こめ、とりにく、
そらまめ

23 24

■♯スパゲッ
ティミートソー
ス

スパゲッティ、たまねぎ、ぶたにく、に
んじん、ゆでだいず、ピ―マン、エリン
ギ、ぎゅうにく、トマト、チーズ、とり
にく、にんにく、しょうが、こむぎ 25

♯じゃがいもの
いりに

じゃがいも、さつまあげ、たまねぎ、に
んじん、いんげん、こめ、だいず、こむ
ぎ

♯□ぶたにくと
ピーマンのいた
めもの

ぶたにく、キャベツ、たけのこ、ピ―マ
ン、にんじん、しょうが、にんにく、だ
いず、こめ、こむぎ、トマト、たまね
ぎ、ごまあぶら

♯とりにくの
マーマレードや
き

とりにく、いよかん、なつみかん、ゆず
かじゅう、こむぎ、だいず

♯とんかつ ぶたにく、こむぎ、だいず
（月） （火） （水） （木） （金）

●♯だしまきた
まご

けいらん、こむぎ、だいず、かつおエキ
ス、こんぶエキス

※フルーツしら
たま

みかん、パイン、もも、もちごめ、だい
ず

さばのしおやき さば

26 27

●■♯□豆とひ
きにくのカレー
ライス

こめ、ぶたにく、とりにく、ゆでだい
ず、たまねぎ、にんじん、セロリ―、
ぎゅうにゅう、トマト、にんにく、だい
ず、りんご、しょうが、こむぎ、けいら
ん、ぶたにく、チーズ、バナナ、はちみ
つ、ココア、こんぶエキス、ごま、バ
ター

●♯ひじきつみ
れじる

ひじきつみれ（たら、たちうお、ひじき、たまねぎ、
にんじん、けいらん、だいず、こむぎ）、だいこん、
にんじん、ごぼう、ねぎ、ほししいたけ、だいず、こ
むぎ、こめ、かつおぶしエキス、こんぶエキス

だいこんとなが
ねぎのみそしる

だいこん、ねぎ、あぶらあげ、にんじ
ん、だいず、にぼし、かつお・まぐろエ
キス、あさりエキス、こんぶエキス

△■♯はくさい
のクリームスー
プ

●♯マカロニサ
ラダ

マカロニ、キャベツ、コーン、ハム、だ
いず、こむぎ、マヨネーズ（けいらん）

♯アスパラサラ
ダ

アスパラ、キャベツ、にんじん、コーン、ハ
ム、たまねぎ、ピーマン、にんにく、しいた
け、しょうが、りんご、プルーン、かつおぶし
エキス、とりにく、ぶたにく、こむぎ、だいず

30 31

△■♯□みそバ
ターコーンラー
メン

ラーメン、ぶたにく、つと、しょうが、
にんにく、もやし、たまねぎ、はくさ
い、にんじん、ほうれんそう、たけの
こ、ねぎ、コーン、とりにく、かきじ
る、ごま、こむぎ、だいず、ごまあぶ
ら、バター、そらまめ

キャベツのみそ
しる

♯にくどうふ
ぶたにく、はくさい、たまねぎ、とう
ふ、しらたき、ねぎ、えのき、こめ、こ
むぎ、だいず、かつおエキス

▲スナックアー
モンド

アーモンド
♯□ひきにくと
キャベツのピリ
からいため

ぶたにく、キャベツ、たけのこ、ねぎ、
にんじん、しょうが、にんにく、だい
ず、こめ、こむぎ、たまねぎ、トマト、
ごまあぶら

キャベツ、にんじん、とうふ、あぶらあ
げ、だいず、にぼし、かつお・まぐろエ
キス、あさりエキス、こんぶエキス

♯ほっけのたつ
たあげ

ほっけ、しょうが、こめ、だいず、こむ
ぎ

△♯□ショーロ
ンポー

キャベツ、たまねぎ、たけのこ、ぶたに
く、だいず、こむぎ、はるさめ、しいた
け、かきじる、しょうが、ごま（月） （火）

♯だいこんのそ
ぼろに

だいこん、ぶたにく、にんじん、えだま
め、だいず、こむぎ、こめ

■ソフール
だっしふんにゅう、にゅう、ゼラチン、
かんてん

★

★

★ ★
★

★

★

★

★
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・日にちの前に★のマークがついている日

は、スプーンがつきます。

・お箸は毎日持参をしてください。毎日

洗って清潔なものを使いましょう。

・都合により献立の一部を変更することが

あります。ご了承ください。

・献立表の中で作ってみたいメニューがあ

ればお気軽に給食センターまで連絡してく

ださい。℡５２－２２２９

含まれているアレルギー物質は、次のマークで示

しています。

卵・・・●

えび、かに、ホタテ、かき貝・・・△

牛乳、乳製品・・・■

ナッツ・・・▲

チョコレート・・・〇

パイン・・・※

小麦粉・・・♯ ごま・・・□

20日「豆とひき肉のカレーライス」の卵

（●マーク）は、調味料の原材料に含まれ

ています。

2日「オニオンスープ」、18日「中華スー

プ」の卵（●マーク）は、スープの原材料

に含まれています。

今月の平均栄養量

（ ）内の数字は基準栄養所要量

エネルギー650kcal（650）

たんぱく質27.3ｇ（21.1～32.5）

脂質24.3ｇ（14.5～21.5）

塩分2.9g（2.０）

カルシウム371ｍｇ（350）

鉄分2.9ｍｇ（3.0）

食物繊維4.3g（4.5）

～砂川産の米粉を使用する日～

12日（木） ささみのレモン

ソースかけ

19日（木） 米粉パン、鮭のムニエル

30日（月） ほっけの竜田揚げ

じぶんで オムライスを つくろう！

～こんげつのじもとしょくざい～

うえはらポーク たまねぎ ななつぼしまい ほししいたけ

（すながわ・ないえ・うらうすさん） （ないえさん）

こめこ

すながわさん こめこ しよう ひ

こめこ さけ

たつたあ

★
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