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わかめごはん こめ、わかめ ■●♯クロワッサン ごはん こめ

エネル
ギー 804 エネル

ギー 634 エネル
ギー 713 エネル

ギー 635

たんぱく
質 28.3 たんぱく

質 26.3 たんぱく
質 25.9 たんぱく

質 22.1

ごはん こめ ■●♯バターパン ごはん こめ

エネル
ギー 586 エネル

ギー 722 エネル
ギー 691

■♯しろはなまめコ
ロッケ

しろはなまめ、じゃがいも、バター、こむ
ぎ、だいず

エネル
ギー 602 エネル

ギー 625

たんぱく
質 28.5 たんぱく

質 24.0 ●■♯せとうちさんレモンカスター
ド

こむぎ、けいらん、ぎゅうにゅう、レモンか
じゅう

たんぱく
質 28.2 パックソース トマト、にんじん、りんご たんぱく

質 22.2 たんぱく
質 27.3

ごはん こめ ごはん こめ ■●♯こめこパン ごはん こめ

エネル
ギー 635 エネル

ギー 621 エネル
ギー 607 エネル

ギー 660 エネル
ギー 622

たんぱく
質 25.5 たんぱく

質 28.1 たんぱく
質 24.4 たんぱく

質 21.3 たんぱく
質 28.6

ごはん ごはん こめ かぼちゃパン ごはん こめ

エネル
ギー 879 エネル

ギー 659 エネル
ギー 660

たんぱく
質 39.5 おつきみクレープ

とうにゅう、こめ、ラ・フランスかじゅう、
だいず

たんぱく
質 30.1 たんぱく

質 27.5

ごはん こめ ごはん こめ ■●♯こくとうパン

エネル
ギー 603 エネル

ギー 653 エネル
ギー 666 エネル

ギー 601

たんぱく
質 21.6 たんぱく

質 25.7 たんぱく
質 25.8 たんぱく

質 26.4

　　　　　　9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、玉葱、ベーコン、コーン、ほう
れん草、人参、エリンギ、牛乳、バター、小
麦、ホタテエキス、大豆、鶏肉、チーズ

1 2 3
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

●♯マスタードチキン
とりにく、だいず、けいらん、こむぎ、マス
タード

△♯□あげぎょうざ
ぶたにく、キャベツ、ひじき、とりにく、ねぎ、ご
まあぶら、しょうが、しいたけ、ほたてエキス、か
きじる、だいず、こむぎ（金）

トマトマカロニスープ
マカロニ、ベーコン、じゃがいも、たまね
ぎ、にんじん、キャベツ、トマト、にんに
く、ぶたにく

はるさめスープ
はるさめ、もやし、たまねぎ、にんじん、ほうれんそう、
ベーコン、ほししいたけ、とりにく、ぎゅうにく、だい
ず、ぶたにく、ゼラチン

（火）

※フルーツ和え もも缶、みかん缶、パイン缶

（水） （木）

♯□ぶたにくとごぼう
のごまいため

ぶたにく、ごぼう、たまねぎ、にんじん、え
だまめ、こめ、だいず、こむぎ、ごま

●あつやきたまご けいらん、かつおだし、こんぶだし

■♯コーンバター
コーン、ベーコン、いんげん、バター、こむ
ぎ、だいず、とりにく

♯マーボーとうふ
とうふ、ぶたにく、たまねぎ、たけのこ、
しょうが、にんにく、こめ、だいず、こむ
ぎ、そらまめ

6 7
△■♯クリームスパゲ
ティ

スパゲッティ、たまねぎ、ベーコン、ほうれ
んくさ、にんじん、コーン、エリンギ、ぎゅ
うにゅう、バター、こむぎ、だいず、とりに
く、チーズ、ほたてエキス

8

●♯おやこどん

♯いももち汁
じゃがいも、とりにく、だいこん、ごぼう、ねぎ、
にんじん、ほししいたけ、だいず、こむぎ、こめ、
こんぶ、かつおぶし

ほっけのしおやき ほっけ
とうふとあげのみそし
る

とうふ、あぶらあげ、ねぎ、えのき、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

■♯□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

■♯さけのちゃんちゃ
んやき

さけ、キャベツ、しめじ、たまねぎ、バ
ター、だいず、こむぎ

こめ、たまねぎ、けいらん、とりにく、たけ
のこ、ほうれんそう、ほししいたけ、だい
ず、こむぎ、こめ 9 10キャベツのみそしる

キャベツ、じゃがいも、たまねぎ、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

△■♯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、チーズ、とりにく、ほ
たてエキス

（金）

♯あつあげのそぼろあ
んかけ

あつあげ、たまねぎ、とりにく、にんじん、
ほししいたけ、だいず、こむぎ

♯□ツナサラダ
キャベツ、ツナ、こまつな、だいず、こむ
ぎ、ごま

♯□れんこんのきんぴ
ら

（月） （火）
ミニトマト
（ひとり２こ）

ミニトマト

（水） （木）

れんこん、にんじん、えだまめ、しらたき、
さつまあげ、だいず、こむぎ、ごま

13 14

♯□とんこつラーメン

ラーメン、ぶたにく、はくさい、たまねぎ、
もやし、にんじん、つと、たけのこ、ねぎ、
にんにく、しょうが、ごま、とりにく、だい
ず、こむぎ 15 16 17●♯とりごぼうつみれ

じる

ほっけ、ワラズカ、とりにく、たまねぎ、けいらん、しょ
うが、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、こんぶ

♯さんまのしょうがに さんま、こむぎ、だいず、しょうが △♯□ショーロンポー
キャベツ、たまねぎ、たけのこ、ぶたにく、
はるさめ、しいたけ、かきじる、しょうが、
だいず、こむぎ、ごま

デミグラスハンバーグ
ぶたにく、とりにく、たまねぎ、だいず、ト
マト

■♯ハムチーズカツサ
ンド

ぶたにく、とりにく、たまねぎ、だいず、
チーズ、こむぎ

●♯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

♯ポテトスープ
じゃがいも、はくさい、たまねぎ、にんじ
ん、えだまめ、ベーコン、とりにく、こむ
ぎ、だいず

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

■♯すながわﾎﾟｰｸﾁｬｯ
ﾌﾟスペシャル

ぶたにく、チーズ、トマト、たまねぎ、りん
ご、こむぎ、だいず、レモンかじゅう

（月） （火） （水） （木） （金）

♯やさいのケチャップ
ｿﾃｰ

ウインナー、キャベツ、たまねぎ、ピーマ
ン、こむぎ、だいず、とりにく、トマト

♯ひじきとだいずのに
もの

とりにく、こんにゃく、さつまあげ、にんじ
ん、だいず、ひじき、こめ、こむぎ

●♯こまつなのからしマヨ
あえ

こまつな、もやし、ちくわ、だいず、けいら
ん、こむぎ、からしからし

■かたぬきチーズ チーズ
♯□もやしのごまずあ
え

もやし、きゅうり、にんじん、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

●♯□ユッケジャン
スープ

とりにく、はくさい、だいこん、とうふ、ねぎ、にんじん、ほしし
いたけ、けいらん、ごま、ぎゅうにく、だいず、ぶたにく、ゼラチ
ン、こめ、こむぎ、しょうが、にんにく

■♯ささみのチーズフ
ライ

とりにく、チーズ、トマト、にゅう、こむ
ぎ、だいず

鶏肉のから揚げ あ50ｇ　60ｇ ♯さばのみぞれに
さば、だいこん、こむぎ、だいず、こんぶだ
し

ハムチーズカツサンド あ40ｇ　60ｇ

24なめこみそ汁
豆腐49、大根29、なめこ16、ねぎ16、人
参10

さつまじる
さつまいも、ぶたにく、にんじん、ごぼう、ねぎ、こん
にゃく、とうふ、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

白花豆のポタージュ

□♯ヤンニョムチキン
とりにく、こめ、にんにく、しょうが、トマ
ト、ごまあぶら、こむぎ、だいず

（月） （火）
●□♯きりぼしだいこ
んのサラダ

きりぼしだいこん、ツナ、にんじん、もやし、きゅ
うり、ごま、だいず、こむぎ、けいらん

（水） （木） （金）

20

キャベツ50、ツナ19、小松菜9
♯□もやしとこまつな
のナムル

もやし、にんじん、こまつな、だいず、こむ
ぎ、ごま

ツナサラダひじきと大豆の煮物
つきこん20、さつま揚げ29、人参20、ゆ
で大豆30、ひじき

♯□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、ご
ま、たまねぎ、トマト

たら、にんじん、たまねぎ、ピーマン、だい
ず、こむぎ、こめ

玉ねぎ66、じゃがいも56，にんじん15、
ベーコン15、白花豆ペースト37

21

■♯ドライカレー

ぶたにく、とりにく、たまねぎ、にんじん、だいず、セロ
リ、しょうが、にんにく、こむぎ、にゅう、バナナ、リン
ゴ、チーズ、トマト、はちみつ、ココア、こんぶエキス、
バター

22 23

チキンハーブステーキ とりにく、しおこうじ
（月） （火） （水） （水）

ワンタン、とりにく、たけのこ、にんじん、もやし、はく
さい、コーン、ねぎ、玉ねぎ、にんにく、しょうが、だい
ず、こむぎ、ぶたにく、ごま、かきじる

♯さといもじる
とりにく、ねぎ、ごぼう、にんじん、あぶらあげ、だいこ
ん、さといも、ほししいたけ、こめ、だいず、こむぎ、こ
んぶエキス、かつおぶしエキス

■♯チンゲンサイのｸ
ﾘｰﾑｽｰﾌﾟ

チンゲンサイ、たまねぎ、にんじん、コーン、エリンギ、
ベーコン、こむぎ、だいず、ぶたにく、バター、ぎゅう
にゅう、なまクリーム、チーズ、とりにく

△■♯□ターサイパオ
ズ

キャベツ、たまねぎ、しょうが、ぶたにく、
とりにく、ひじき、ごま、にゅう、かきじ
る、だいず、こむぎ

♯きつねもち あぶらあげ、こめ、こむぎ、だいず
♯たらのあまずあんか
け

27 28

♯にくうどん

うどん、ぶたにく、たまねぎ、にんじん、ほ
うれんそう、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 29 30△♯□みそワンタン

スープ

♯えだまめサラダ
キャベツ、えだまめ、コーン、ハム、にんじん、だいず、こむぎ、
りんご、とりにく、ぶたにく、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

　から揚
あ

げに甘辛
あまから

いタレを絡
から

めた韓国料理
かんこくりょうり

のひとつです。給食
きゅうしょく

では、鶏肉
とりにく

に米粉
こめこ

をつけて揚
あ

げ

たあと、コチュジャンやにんにくが効
き

いた甘辛
あまから

いソースをかけます。

中華料理
ちゅうかりょうり

の点心
てんしん

のひとつです。小麦粉
こむぎこ

の生地
きじ

で具
ぐ

を包
つつ

んで作
つく

るものをパオズ（包子）といいま

す。キャベツ、たまねぎ、ひじきなどの具
ぐ

を、豚肉
ぶたにく

と鶏肉
とりにく

の生地
きじ

に混
ま

ぜ、薄皮
うすかわ

で包
つつ

んでいま

す。

サザエ食品
しょくひん

さんがプレゼントしてくれます！北海道
ほっかいどう

の十勝産
とかちさん

のあずきをたくさん使
つか

ったデザー

トです。今回
こんかい

のみしか食
た

べられない特別
とくべつ

なデザートなので味
あじ

わってください！

♯やさいとはるさめの
キムチいため

ぶたにく、たまねぎ、はくさい、にんじん、ニラ、はるさ
め、だいず、こむぎ、こめ、りんご、にんにく、しょう
が、トマト、そらまめ

あずきかんてん あずき、かんてん
♯ぶたにくとつきこん
のみそいため

ぶたにく、こんにゃく、たまねぎ、しめじ、
にんじん、いんげん、だいず、しょうが、こ
むぎ、こめ

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・・・□

★★

★

★

★

★

★

★

・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

★

★ ★

★

24日（金）…ヤンニョムチキン

29日（水）…たらのあまずあんかけ

～あずき寒天～28日

～ヤンニョムチキン～24日

～ターサイパオズ～27日

ごはん と ぐ は、べつはいしょくです

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652kcal（650）

たんぱく質26.4ｇ（21.1～32.5）

脂質24.1ｇ（14.5～21.5）

塩分2.9g（2.０）

カルシウム368ｍｇ（350）

鉄分2.2ｍｇ（3.0）

食物繊維3.7g（4.5）

こんげつの じもとしょくざい

うえはらポーク きゅうり かんじゅくとまと こめこ ななつぼしこめ ほししいたけ ミニトマト

（すながわ・ないえ・うらうすさん） （ないえさん） （すながわ・ないえさん）

すながわさんの こめこを

しようするひ

かんてん
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https://www.irasutoya.com/2016/02/blog-post_621.html

