
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

ごはん 米 ■●♯こめこパン ごはん 米、酢、鶏肉、油揚げ、人参、大豆、小麦

エネル
ギー 651 エネル

ギー 665 エネル
ギー 651 エネル

ギー 659

たんぱ
く質 23.3 たんぱ

く質 29.0 たんぱ
く質 19.8 たんぱ

く質 28.3

ごはん こめ
■●♯きなこ
あげパン

だいず ごはん こめ

エネル
ギー 664 エネル

ギー 617 エネル
ギー 651 エネル

ギー 647 エネル
ギー 647

たんぱ
く質 27.5 たんぱ

く質 26.7
▲スナック
アーモンド

アーモンド たんぱ
く質 26.3 たんぱ

く質 23.7 たんぱ
く質 28.6

ごはん こめ ごはん こめ ごはん こめ
■●♯クロ
ワッサン

♯たらのフラ
イ

たら、こむぎ、だいず

エネル
ギー 655 エネル

ギー 625 エネル
ギー 621 エネル

ギー 655 エネル
ギー 663

たんぱ
く質 29.9 パックソース トマト、にんじん、りんご たんぱ

く質 25 たんぱ
く質 27.2 たんぱ

く質 28.5 たんぱ
く質 21.9 パックソース トマト、にんじん、りんご

ごはん こめ ごはん こめ
■●♯かぼ
ちゃパン

なめしごはん
こめ、ひろしまな、きょうな、だ
いこんは、かつおぶし

エネル
ギー 661 エネル

ギー 711 エネル
ギー 633 エネル

ギー 685 エネル
ギー 630

たんぱ
く質 29.4 たんぱ

く質 27.5 たんぱ
く質 28.4 たんぱ

く質 26.0 たんぱ
く質 27.6

ごはん こめ ごはん こめ ごはん こめ

エネル
ギー 630 エネル

ギー 645 エネル
ギー 638

たんぱ
く質 23.9 たんぱ

く質 27.2 たんぱ
く質 26.2

ホキ、だいず、こめ

♯じゃがいも
のいりに

じゃがいも、ぶたにく、さつまあ
げ、たまねぎ、にんじん、さやい
んげん、こめ、だいず、こむぎ

（月） （火） （水）

□♯チンジャ
オロース

ぶたにく、たけのこ、ピーマン、
しょうが、にんにく、こめ、だい
ず、こむぎ、ごまあぶら

♯□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

♯□ツナサラ
ダ

キャベツ、ツナ、こまつな、だ
いず、こむぎ、ごま

♯□やさいの
ごまあえ

もやし、こまつな、ちくわ、にん
じん、だいず、こむぎ、ごま

28 29 30
□♯ちゅうか
ごまスープ

とうふ、にんじん、チンゲンサ
イ、ねぎ、もやし、たもぎたけ、
だいず、こむぎ、とりにく、ごま

あつあげとこ
まつなのみそ
しる

♯ひじきとだ
いずのにもの

こんにゃく、さつまあげ、にんじ
ん、だいず、ひじき、こめ、だい
ず、こむぎ

※フルーツの
ゼリーあえ

ももかん、みかんかん、パインか
ん、マスカットかじゅう、りんご
かじゅう

♯だいこんの
そぼろに

だいこん、とりにく、さやいんげ
ん、にんじん、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

しらたまじる

もちごめ、とりにく、あぶらあげ、
にんじん、ほうれんそう、ほししい
たけ、だいず、こむぎ、こめ、こん
ぶエキス、かつおぶしエキス

♯△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、ひじき、
しょうが、ゼラチン、こむぎ、ご
ま、だいず、かきじる

♯てりやきハ
ンバーグ

ぶたにく、とりにく、たまねぎ、
こむぎ、だいず、こめ

しろみざかな
のさいきょう
やき

ぶたにく、りんご、たまねぎ、だ
いず、こむぎ、こめ

（月） （火） （水） （木） （金）

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

♯とりにくの
からあげ（こ
めこ）

とりにく、だいず、こむぎ、こ
め、しょうが、にんにく

■かたぬき
チーズ

チーズ
♯さんまの
しょうがに

さんま、しょうが、こむぎ、だい
ず

■♯ハムチー
ズカツサンド

ぶたにく、とりにく、たまね
ぎ、チーズ、こむぎ、だいず

♯ぶたにくの
オニオンソー
スかけ

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

とうふのみそ
汁

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

△■♯しろは
なまめのポ
タージュ

しろはなまめ、たまねぎ、じゃがい
も、にんじん、ベーコン、ぎゅう
にゅう、とりにく、ほたてエキス、
チーズ、バター、こむぎ、だいず

だいこんとな
がねぎのみそ
汁

21 22

♯●■カレー
うどん

うどん、とりにく、たまねぎ、に
んじん、ほうれんそう、つと、ほ
ししいたけ、りんご、だいず、こ
むぎ、こめ、こんぶエキス、かつ
おぶしエキス、けいらん、にゅう

23 24 25
なめこみそし
る

♯やさいコ
ロッケ

じゃがいも、にんじん、たまね
ぎ、いんげん、小麦、大豆

△♯とうふの
オイスター
ソースに

とうふ、ぶたにく、にんじん、たま
ねぎ、ほししいたけ、しょうが、に
んにく、こめ、あさりエキス、かき
じる、だいず、こむぎ

♯□ごもくは
るさめ

はるさめ、とりにく、キャべツ、
たまねぎ、にんじん、にら、ほし
しいたけ、こめ、だいず、こむ
ぎ、ごまあぶら

●♯もやしと
こまつなのお
かかマヨネー
ズ

こまつな、もやし、ちくわ、さ
ばぶし、いわしぶし、むろあじ
ぶし、けいらん、だいず、こむ
ぎ

さけ、バター、こめ
（月） ♯□ぶたにく

としめじのあ
まからに

ぶたにく、しめじ、にんじん、い
んげん、しょうが、だいず、こむ
ぎ、こめ、ごま

（火） （水） （木） （金）

とりにく、たまねぎ、ぶたに
く、キャベツ、えのき、にんじ
ん、こむぎ、だいず

♯すましじる

たら、ながいも、とうふ、にんじ
ん、えのき、ねぎ、こめ、だい
ず、こむぎ、かつおぶしエキス、
こんぶエキス●△♯□ちゅ

うかたまごま
き

けいらん、かに、しいたけ、ねぎ、
たけのこ、ごまあぶら、とりにくエ
キス、かきじる、りんご、こむぎ、
だいず、こめ

♯ぶたにくの
しょうがやき

ぶたにく、だいず、こむぎ、こ
め、しょうが

■さけのムニ
エル（こめ
こ）

とうふ、だいこん、とりにく、にん
じん、ごぼう、ねぎ、あぶらあげ、
だいず、こむぎ、こめ、かつおぶし
エキス、こんぶエキス

●□ちゅうか
コーンスープ

ベーコン、にんじん、コーン、けい
らん、たまねぎ、ぎゅうにく、ぶた
にく、とりにく、だいず、ゼラチ
ン、ごまあぶら

わかめとなが
ねぎのみそ汁

わかめ、だいこん、えのき、にんじ
ん、あぶらあげ、ねぎ、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

♯ミートボー
ルスープ

♯すきやきに

ぶたにく、たまねぎ、やきどう
ふ、はくさい、こんにゃく、ね
ぎ、ほししいたけ、だいず、こむ
ぎ、こめ

14 15 16 17 18

♯こぎつねご
はん（すめ
し）

こめ、す、とりにく、あぶらあ
げ、にんじん、だいず、こむぎ

♯けんちんじ
る

たまねぎ、にんじん、ベーコ
ン、とりにく、こむぎ、だいず

（金）

はちみつレモ
ンゼリー

はちみつ、レモン
♯きりぼしだ
いこんのいた
めに

きりぼしだいこん、にんじん、さ
つまあげ、ひじき、こうやどう
ふ、ほししいたけ、こめ、だい
ず、こむぎ

●■♯ポテト
サラダ

じゃがいも、にんじん、たまね
ぎ、キャベツ、きゅうり、りん
ご、ハム、だいず、たまご、
にゅう、こむぎ、さけ

（月） （火）
△♯□ぎょう
ざ

キャベツ、とりにく、ぶたにく、
たまねぎ、にら、こむぎ、だい
ず、ごま、かきじる

（水） （木）

●♯□こん
にゃくキムチ

こんにゃく、ぶたにく、たまねぎ、はくさい、だいこ
ん、にんじん、こんぶ、にら、りんご、にんにく、え
だまめ、だいず、たまご、こむぎ、こめ、ごま、ゼラ
チン、かつおぶしエキス、こんぶエキス

7

●△■♯□
ちゅうかどん

こめ、ぶたにく、えび、いか、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、だいず、こむ
ぎ、ぎゅうにく、とりにく、ゼラチン、
ぎゅうにゅう、りんご

8
■♯□しお
ラーメン

ラーメン、ぶたにく、しょうが、
にんにく、はくさい、たまねぎ、
もやし、たけのこ、にんじん、つ
と、ねぎ、とりにく、だいず、こ
むぎ、ごま、りんご、牛乳

キャベツのみ
そしる

キャベツ、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

♯□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

♯あじカツ あじ、こむぎ、だいず
●ツナマヨオ
ムレツ

けいらん、ツナ、だいず、ゼラ
チン

□わふうきん
ぴらづつみ

とりにく、たまねぎ、ごぼう、とう
ふ、だいず、ごま、ゼラチン

9 10 11ぶたじる
ぶたにく、じゃがいも、たまね
ぎ、とうふ、こんにゃく、ごぼ
う、にんじん、ねぎ、だいず

♯オニオン
スープ

ももかん、みかんかん、パインか
ん

（水） （木）

♯やさいしょ
うがいため

ぶたにく、キャベツ、たまねぎ、に
んじん、にら、しょうが、だいず、
こむぎ、こめ

●♯とりにく
のみそマヨや
き

とりにく、だいず、けいらん、こ
むぎ、こめ

■ブロッコ
リーサラダ

ブロッコリー、コーン、ハム、チーズ、た
まねぎ、ピーマン、にんにく、しいたけ、
しょうが、プルーン、かつおぶしエキス

　　　　　　6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

1
△■♯クリー
ムスパゲティ

スパゲティ、たまねぎ、ベーコ
ン、コーン、ほうれんそう、にん
じん、エリンギ、ぎゅうにゅう、
バター、こむぎ、ほたてエキス、
だいず、とりにく、チーズ

2 3 4
●♯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

●■♯アスパラと
ベーコンのクリー
ミーコロッケ

アスパラ、たまねぎ、ぎゅうにゅ
う、ぶたにく、たまご、とりにく、
だいず、こむぎ

♯さばのみぞ
れに

さば、だいこん、こむぎ、だい
ず、こんぶエキス（金）

♯ラビオリの
スープ

ぶたにく、キャベツ、にんじ
ん、たまねぎ、こむぎ、だい
ず、とりにく

じゃがいもの
みそしる

じゃがいも、たまねぎ、にんじん、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

（火）

※フルーツあ
え

・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。℡５２－２２

２９

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26.5ｇ（21.1～32.5）

脂質23.9ｇ（14.5～21.5）

塩分2.9g（2.０）

カルシウム366ｍｇ（350）

鉄分2.7ｍｇ（3.0）

食物繊維3.4g（4.5）

★

★

★

★

★

★ ★

★

★

★

※22日「カレーうどん」の卵（●マーク）は、

カレー粉の原材料に含まれています。

★



カレー粉の原材料に含まれています。


