
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

エネル
ギー 793

ごはん 米
■●♯メロンパ
ン

ごはん 米

♯星のコロッケ
じゃがいも、玉葱、鶏肉、豚肉、小麦、
大豆

パックソース トマト、人参、りんご

エネル
ギー 834 エネル

ギー 837 エネル
ギー 828 エネル

ギー 759 エネル
ギー 764

たんぱ
く質 36.4 たんぱ

く質 36.8 たんぱ
く質 24.0 たんぱ

く質 23.8 たんぱ
く質 37.5

♯たらフライ たら、小麦、大豆

パックソース トマト、人参、りんご

エネル
ギー 756 エネル

ギー 849 エネル
ギー 743 エネル

ギー 834 エネル
ギー 777

たんぱ
く質 26.7 たんぱ

く質 37.4 たんぱ
く質 25.3 たんぱ

く質 38.7 たんぱ
く質 38.5

ごはん 米 ■●♯米粉パン

いちごジャム いちご

エネル
ギー 825 エネル

ギー 733 エネル
ギー 846 エネル

ギー

たんぱ
く質 36.9 たんぱ

く質 31.0 たんぱ
く質 25.9 たんぱ

く質 58.6

コーン、小麦、大豆、乳

玉ねぎとしめじ
のみそ汁

玉葱、しめじ、人参、油揚げ、ほうれん草、大
豆、煮干し、鰹・まぐろエキス、あさりエキ
ス、昆布エキス（金）

7月のこんだて表　　　★牛乳は、毎日つきます！（中学校用）＊砂川市学校給食センター

1
♯鶏そぼろ丼 米、鶏肉、ゆで大豆、人参、ごぼう、生

姜、大豆、小麦

たんぱ
く質 29.8

4 5

■□♯ちゃんぽ
ん

ラーメン、豚肉、白菜、キャベツ、もや
し、玉葱、つと、ねぎ、人参、たけの
こ、しめじ、牛乳、小麦、大豆、干し椎
茸、米、鶏肉、牛肉、ゼラチン、生姜、
にんにく、昆布エキス、ごま油

6

●■♯□ポーク
カレーライス

■♯コーンフラ
イ

豆腐とわかめの
みそ汁

わかめ、豆腐、えのきたけ、油揚げ、ねぎ、大
豆、煮干し、鰹・まぐろエキス、あさりエキ
ス、昆布エキス

さばの塩焼き さば △♯□ぎょうざ
キャベツ、小麦、鶏肉、豚肉、玉葱、に
ら、大豆、ごま油、かき汁､もち米

ミニトマト
（ひとり2個）

ミニトマト ♯鮭の南蛮漬け
鮭、米、人参、玉葱、ピ―マン、大豆、
小麦

米、豚肉、じゃがいも、玉葱、人参、トマト、
牛乳、しょうが、にんにく、バター、鶏肉、小
麦、りんご、ごま、大豆、オリーブ油、鶏卵、
チーズ、脱脂粉乳、バナナペースト、昆布エキ
ス、ココア、はちみつ

7 8小松菜とじゃが
いものみそ汁

小松菜、玉葱、人参、じゃがいも、油揚げ、大
豆、煮干し、鰹・まぐろエキス、あさりエキ
ス、昆布エキス

●♯星のコンソ
メスープ

米、玉葱、キャベツ、じゃがいも、人
参、ベ―コン、鶏肉、鶏卵、小麦、大豆

（月） （火） （水） （木） （金）

△♯□焼肉煮
豚肉、玉葱、もやし、人参、ねぎ、生
姜、にんにく、大豆、米、あさりエキ
ス、かき汁、小麦、そら豆、ごま油

●■♯原宿ドッ
ク
（ココアバナナ）

鶏卵、小麦、バナナ、ココアパウダー、
脱脂粉乳、牛乳、ゼラチン

■※フルーツカ
ルピス和え

乳、もも、みかん、パイン
■♯ブロッコ
リーサラダ

ブロッコリー、コーン、ハム、チーズ、
玉葱、ピーマン、にんにく、椎茸、生
姜、りんご、プルーン、鰹節エキス、鶏
肉、豚肉、小麦、大豆

♯豚肉とごぼう
のしぐれ煮

豚肉、生姜、ごぼう、こんにゃく、大
豆、小麦

11

わかめごはん 米、わかめ

12

■♯夏野菜スパ
ゲッティミート
ソース 15

ごはん 米

キャベツのみそ
汁

キャベツ、人参、油揚げ、大豆、煮干
し、鰹・まぐろエキス、あさりエキス、
昆布エキス

●□中華コーン
スープ

ベ―コン、人参、コーン、鶏卵、玉葱、
牛肉、大豆、豚肉、鶏肉、ゼラチン、ご
ま油

スパゲッティ、玉葱、豚肉、人参、ゆで
大豆、ピ―マン、なす、エリンギ、トマ
ト、チーズ、鶏肉、小麦、牛肉、にんに
く、生姜 13

ごはん 米

14

豚肉、チーズ、トマト、玉葱、りんご、
小麦、大豆、レモン果汁

■●♯ソフトフ
ランスパン

豚肉、玉葱、じゃがいも、人参、エリンギ、にん
にく、生姜、牛乳、小麦、大豆、りんご、トマ
ト、昆布エキス、魚醤パウダー、鶏肉、牛肉エキ
ス、生クリーム、ゼラチン

■♯ブラウンシ
チュー

（月） （火） （水） （木） （金）

●♯ひじきつみ
れ汁

ひじきつみれ（たら、たちうお、ひじき、玉葱、
人参、鶏卵、大豆、小麦）、大根、人参、ごぼ
う、ねぎ、干し椎茸、油揚げ、大豆、小麦、米、
鰹節エキス、昆布エキス

●オムレツ 鶏卵、大豆
△♯ひじき春巻
き

キャベツ、ひじき、豚肉、春雨、玉葱、
人参、大豆、小麦、かき汁

■タンドリーチ
キン

鶏肉、乳、ゼラチン、寒天、トマト、玉
葱

■♯砂川ﾎﾟｰｸ
ﾁｬｯﾌﾟスペシャ
ル

●♯マカロニサ
ラダ

マカロニ、キャベツ、きゅうり、コー
ン、まぐろツナ、大豆、小麦、マヨネー
ズ（鶏卵）

♯厚揚げとキャ
ベツのみそ炒め

厚揚げ、玉葱、キャベツ、豚肉、人参、
ねぎ、大豆、小麦、米

18 19 20

●♯□小松菜の
ごまマヨ和え

もやし、小松菜、人参、ちくわ、ごま、
マヨネーズ（鶏卵）、大豆、小麦

みかんゼリー みかん果汁
♯□マーボーな
す

なす、たけのこ、豚肉、ねぎ、生姜、に
んにく、牛肉、大豆、豚肉、鶏肉、ゼラ
チン、大豆、そら豆、米、小麦、ごま油

ごはん

21 22

ごはん

大根と長ねぎの
みそ汁

大根、ねぎ、油揚げ、人参、大豆、煮干
し、鰹・まぐろエキス、あさりエキス、
昆布エキス

♯□もやしと小
松菜のナムル

もやし、人参、小松菜、大豆、小麦、ご
ま、ごま油

♯肉じゃが

●♯ニョッキの
スープ

じゃがいも、小麦、鶏卵、キャベツ、玉
葱、人参、ベーコン、鶏肉、大豆

仔羊肉、りんご、玉葱、もやし、人参、
小麦、大豆、生姜、米、オレンジ、みか
ん、にんにくパウダー

♯□ヤンニョム
チキン

鶏肉、にんにく、生姜、米、トマト、大
豆、小麦、ごま、ごま油

♯いわしのしょ
うが煮

いわし、生姜、昆布エキス、小麦、大豆
■♯ハムチーズ
カツサンド

豚肉、鶏肉、玉葱、大豆、チーズ、小麦 ミニトマト
（ひとり2個）

ミニトマト

米 米

とうふ、豚肉、あさり、白菜、大根、人
参、にら、しめじ、豆乳、玉葱、ごま、
昆布、りんご、にんにく、鰹節エキス、
昆布エキス、小麦、大豆、りんご、ゼラ
チン、鶏肉、鶏卵

●♯□豆乳チゲ

1

なす、ベーコン、トマト、にんにく、鶏
肉、トマト、玉葱

■ソフール 脱脂粉乳、クリーム、ゼラチン、寒天

（月） （火） （水） （木） （金）

豚肉、じゃがいも、玉葱、しらたき、人
参、いんげん、米、大豆、小麦

なすのトマト煮

♯ジンギスカン

★★

★

★★

★

★

★

★

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・・・□

６日「ポークカレーライス」の卵（●マーク）は、調味料の原材

料に含まれています。

７日「星のコンソメスープ」、19日「豆乳チゲ」の卵（●マー

ク）は、スープの原材料に含まれています。

13日「中華コーンスープ」の卵（●マーク）は、溶き卵です。

21日「ニョッキのスープ」の卵（●マーク）は、ニョッキとスー

プの原材料に含まれています。

・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

～今月の地元食材～

上原ポーク きゅうり トマト ミニトマト ななつぼし米 干し椎茸

（砂川・奈井江・浦臼産） （奈井江産）

米粉

～砂川産の米粉を使用する日～

8日（金） 鮭の南蛮漬け

19日（火）ヤンニョムチキン

21日（木）米粉パン

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80１kcal（830）

たんぱく質33.8g（26.9～41.5）

脂質28.6g（18.5～27.7）

塩分3.6（2.5）

カルシウム413ｍｇ（450）

鉄分3.6ｍｇ（4.5）

食物繊維5.7g（7.0）

ごはんと具は別配食です

～給食で使われる夏野菜～

なす きゅうり トマト ミニトマト ピーマン

夏野菜には、水分が多く

含まれています。

夏の暑さに負けないよう

にしっかり食べましょう！

https://1.bp.blogspot.com/-41u0_S90Ppg/U8XkAkPE-gI/AAAAAAAAipE/hIYV_yYIwKA/s800/animal_pig_buta.png
https://2.bp.blogspot.com/-Uzu66tFsMH0/Uab3mQQrw2I/AAAAAAAAUPo/QLkMaEZ07xQ/s800/flower_ine.png
https://www.irasutoya.com/2016/02/blog-post_621.html

