
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 29.2 たんぱ

く質 22.1 たんぱ
く質 28.4

ごはん

すこやかふりかけ
のり、かつおぶし、しいたけエキス、
まっちゃ

エネル
ギー 648 エネル

ギー 697 エネル
ギー 611 エネル

ギー 667 エネル
ギー 609

たんぱ
く質 26.9 たんぱ

く質 28.2 たんぱ
く質 28.8 たんぱ

く質 20.5 たんぱ
く質 26.7

エネル
ギー 599 エネル

ギー 676 エネル
ギー 693

たんぱ
く質 27.8 たんぱ

く質 31.5 たんぱ
く質 18.8

ミニトマト
♯□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

●■♯はら
じゅくドック
（メープルカス
タード）

けいらん、こむぎ、乳、ゼラチ
ン

※フルーツの
ゼリーあえ

もも、みかん、パイン、マス
カットかじゅう、りんごかじゅ
う

（月） （火） （水）

31

●■♯□じゃ
りんこなつや
さいカレーラ
イス

こめ、ぶたにく、たまねぎ、じゃ
がいも、トマト、にんじん、な
す、ズッキーニ、いんげん、カ
ラーピーマン、にんにく、しょう
が、ぎゅうにゅう、こむぎ、りん
ご、ごま、とりにく、だいず、オ
リーブあぶら、けいらん、チー
ズ、バナナペースト、こんぶエキ
ス、ココア、はちみつ

なめこのみそ
しる

とうふ、だいこん、なめこ、ね
ぎ、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

♯さばのてり
やき

さば、しょうが、こむぎ、だい
ず

△♯□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

29

ごはん

30

●△♯□あん
かけやきそば

ちゅうかめん、たけのこ、もや
し、はくさい、たまねぎ、にん
じん、ぶたにく、えび、いか、
あさり、うずらのたまご、ほし
しいたけ、しょうが、にんに
く、こめ、だいず、こむぎ、と
りにく、ぎゅうにく、ゼラチ
ン、ごまあぶら

ミニトマト
（ひとり２こ）

なす、じゃがいも、ぶたにく、
にんじん、だいず、こむぎ

♯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

♯□もやしのご
ますあえ

もやし、きゅうり、にんじん、
まぐろツナ、だいず、こむぎ、
こんぶエキス、かつおぶしエキ
ス、ごまあぶら

（月） （火） （水） （木） （金）

♯すきやきに
ぶたにく、たまねぎ、とうふ、
はくさい、しらたき、ねぎ、ほ
ししいたけ、こむぎ、だいず

●■♯せとう
ちさんレモン
カスタードタ
ルト

こむぎ、けいらん、ぎゅうにゅ
う、レモンかじゅう

♯なすのそぼ
ろに

♯□さけのご
またつたあげ

さけ、しょうが、こめ、だい
ず、こむぎ、ごま

■♯□ラザニ
ア

ぎゅうにゅう、トマト、こむ
ぎ、ぎゅうにく、だいず、たま
ねぎ、にんじん、バター、チー
ズ、ぶたにく、りんご、とりに
く、ごま、にんにく

♯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

22

♯ほっけのつ
みれじる

つみれ（ほっけ、しょうが、だい
ず）、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、かつおエキス、こんぶエキ
ス

たまねぎとし
めじのみそし
る

たまねぎ、しめじ、にんじん、あぶ
らあげ、わかめ、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

△■♯コーン
ポタージュ

コーン、たまねぎ、にんじん、
ベーコン、ぎゅうにゅう、こむ
ぎ、ぶたにく、とりにく、チー
ズ、ほたてエキス

こまつなのみそ
しる

こまつな、たまねぎ、あつあげ、え
のきたけ、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

25

■●♯こめこ
パン

26

ごはん

23

●♯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、ほうれんそう、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

24

ごはん

●■♯チーズ
はんぺんフラ
イ

たら、チーズ、けいらん、だい
ず、こむぎ

■♯□にくま
ん

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、
ぎゅうにゅう

（水 ） （木） （金）

エネル
ギー 705

♯かぼちゃコ
ロッケ

かぼちゃ、じゃがいも、たまね
ぎ、こむぎ、だいず

エネル
ギー 608

キャベツとと
うふのみそし
る

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

●ほうれんそ
うオムレツ

けいらん、ほうれんそう、だい
ず

□♯とりにく
のピリからや
き

とりにく、しょうが、にんに
く、こむぎ、だいず、ごまあぶ
ら、ごま

■♯ペンネの
トマトソース
に

ペンネ、ぶたにく、たまねぎ、
にんにく、トマト、チーズ、こ
むぎ、だいず、とりにく、バ
ター

エネル
ギー 636

♯じゃがマー
ボー

じゃがいも、ゆでだいず、ぶたに
く、にんじん、たまねぎ、いんげ
ん、こむぎ、だいず、しょうが、に
んにく、そらまめ、ぎゅうにく、と
りにく、ゼラチン

                     8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

17
♯ぶたどん こめ、ぶたにく、たまねぎ、だ

いず、こむぎ 18 19

●♯コンソメ
スープ

たまねぎ、キャベツ、じゃがい
も、にんじん、ベ―コン、とり
にく、けいらん、こむぎ、だい
ず

●こまつなと
えのきのちゅ
うかたまご
スープ

ベーコン、けいらん、たまねぎ、こ
まつな、えのき、にんじん、とりに
く、こめ、ぎゅうにく、だいず、ぶ
たにく、ゼラチン

★

★

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650kcal（650）

たんぱく質26.2ｇ（21.1～32.5）

脂質23.7ｇ（14.5～21.5）

塩分2.5（2.０）

カルシウム386ｍｇ（350）

鉄分2.8ｍｇ（3.0）

食物繊維4.3g（4.5）

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・・・□

～こんげつのじもとしょくざい～

うえはらポーク きゅうり トマト ミニトマト ななつぼしまい ほししいたけ

（ないえさん）

（すながわ・ないえ・うらうすさん）

こめこ

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

にんじん たまねぎ 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 すながわ・ないえさんのやさい！

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

（すながわ・ないえさん）

すながわさん こめこ しよう ひ

さけ たつたあ

こめこ
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