
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

■●♯クロ
ワッサン

ごはん

たんぱ
く質 35.8 たんぱ

く質 27.5 たんぱ
く質 36.4

ごはん

すこやかふりかけ 海苔、鰹節、椎茸エキス、抹茶

エネル
ギー 766 エネル

ギー 875 エネル
ギー 721 エネル

ギー 793 エネル
ギー 718

たんぱ
く質 31.8 たんぱ

く質 35.7 たんぱ
く質 32.5 たんぱ

く質 23.6 たんぱ
く質 30.6

エネル
ギー 764 エネル

ギー 849 エネル
ギー 847

たんぱ
く質 35.5 たんぱ

く質 38.9 たんぱ
く質 22.0

                     8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

17
♯豚丼 米、豚肉、玉葱、大豆、小麦

18 19

●♯コンソメ
スープ

玉葱、キャベツ、じゃがいも、
人参、ベ―コン、鶏肉、鶏卵、
小麦、大豆

●小松菜とえ
のきの中華卵
スープ

ベーコン、鶏卵、玉葱、小松
菜、えのき、人参、鶏肉、米、
牛肉、大豆、豚肉、ゼラチン

キャベツと豆
腐のみそ汁

キャベツ、人参、豆腐、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

●ほうれん草
オムレツ

鶏卵、ほうれん草、大豆
□♯鶏肉のピ
リ辛焼き

鶏肉、生姜、にんにく、小麦、
大豆、ごま油、ごま

■♯ペンネの
トマトソース
煮

ペンネ、豚肉、玉葱、にんに
く、トマト、チーズ、小麦、大
豆、鶏肉、バター

エネル
ギー 811

♯じゃがマー
ボー

じゃがいも、ゆで大豆、豚肉、
人参、玉葱、いんげん、小麦、
大豆、生姜、にんにく、そら
豆、牛肉、鶏肉、ゼラチン

たら、チーズ、鶏卵、大豆、小
麦 ■♯□肉まん

キャベツ、玉葱、ねぎ、鶏肉、
豚肉、大豆、小麦、ごま油、生
姜、乳 （金）

■♯□ラザニ
ア

牛乳、トマト、小麦、牛肉、大
豆、玉葱、人参、バター、チー
ズ、豚肉、りんご、鶏肉、ご
ま、にんにく

（水 ） （木） （金）

エネル
ギー 867

♯かぼちゃコ
ロッケ

かぼちゃ、じゃがいも、玉葱、
小麦、大豆

エネル
ギー 777

♯ハンバーグの
デミソース

豚肉、鶏肉、玉葱、大豆、トマ
ト、小麦、牛肉、ゼラチン、り
んご

△■♯コーン
ポタージュ

コーン、玉葱、人参、ベーコ
ン、牛乳、小麦、豚肉、鶏肉、
チーズ、ほたてエキス

小松菜のみそ汁

小松菜、玉葱、厚揚げ、えのき
たけ、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

■●♯米粉パ
ン

（月） （火） （水） （木）

♯すき焼き煮
豚肉、玉葱、豆腐、白菜、しら
たき、ねぎ、干し椎茸、小麦、
大豆

●■♯瀬戸内
産レモンカス
タードタルト

小麦、鶏卵、乳、レモン果汁
♯なすのそぼ
ろ煮

♯□鮭のごま
竜田揚げ

鮭、生姜、米、大豆、小麦、ご
ま

22

うどん、玉葱、鶏肉、鶏卵、ち
くわ、人参、ねぎ、ほうれん
草、干し椎茸、昆布エキス、鰹
節エキス、大豆、小麦

●♯親子うど
ん

♯ほっけのつ
みれ汁

つみれ（ほっけ、生姜、大豆）、大
根、人参、ごぼう、ねぎ、干し椎
茸、大豆、小麦、かつおエキス、昆
布エキス

玉葱としめじ
のみそ汁

玉葱、しめじ、人参、油揚げ、
わかめ、大豆、煮干し、鰹・ま
ぐろエキス、あさりエキス、昆
布エキス

2523 24

ごはん

●■♯チーズ
はんぺんフラ
イ

なめこのみそ
汁

豆腐、大根、なめこ、ねぎ、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

ミニトマト
（ひとり２こ）

ミニトマト

29

ごはん

30

●△♯□あん
かけ焼きそば

なす、じゃがいも、豚肉、　人
参、大豆、小麦 ♯枝豆サラダ

キャベツ、枝豆、コーン、ハム、人
参、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

♯□もやしのご
ま酢和え

もやし、きゅうり、人参、まぐ
ろツナ、大豆、小麦、昆布エキ
ス、鰹節エキス、ごま油

（月） （火） （水）

♯□豚肉と
ピーマンの炒
め物

豚肉、キャベツ、たけのこ、ピ
―マン、人参、生姜、にんに
く、大豆、米、小麦、トマト、
玉葱、ごま油

●■♯原宿
ドック（メープ
ルカスタード）

鶏卵、小麦、乳、ゼラチン

♯さばの照り
焼き

さば、生姜、小麦、大豆
△♯□ショー
ロンポー

キャベツ、玉葱、たけのこ、豚
肉、大豆、小麦、春雨、しいた
け、かき汁、生姜、ごま

※フルーツの
ゼリー和え

もも、みかん、パイン、マス
カット果汁、りんご果汁

中華麺、たけのこ、もやし、白
菜、玉葱、人参、豚肉、えび、
いか、あさり、うずらの卵、干
し椎茸、生姜、にんにく、米、
大豆、小麦、鶏肉、牛肉、ゼラ
チン、ごま油

31

●■♯□じゃ
りんこ夏野菜
カレーライス

米、豚肉、玉葱、じゃがいも、
トマト、人参、なす、ズッキー
ニ、いんげん、カラーピーマ
ン、にんにく、生姜、牛乳、小
麦、りんご、ごま、鶏肉、大
豆、オリーブ油、鶏卵、チー
ズ、バナナペースト、昆布エキ
ス、ココア、はちみつ

26

ごはん
★

★

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798kcal（830）

たんぱく質31.8g（26.9～41.5）

脂質28.1g（18.5～27.7）

塩分3.1（2.5）

カルシウム423ｍｇ（450）

鉄分3.5ｍｇ（4.5）

食物繊維5.5g（7.0）

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・・・□

～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

18日「コンソメスープ」の卵（●

マーク）は、スープの原材料に含まれ

ています。

31日「じゃりんこ夏野菜カレーライ

ス」の卵（●マーク）は、調味料の原

材料に含まれています。

24日（水）鮭の竜田揚げ

25日（木）米粉パン

★

★★

★

ごはんと具は別配食です

人参 玉ねぎ じゃがいも トマト

ピーマン いんげん ズッキーニ

～やさいの日～

すべて砂川・奈井江産の野菜！

８/３１

～砂川産の米粉を使用する日～
・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

（砂川・奈井江産）
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