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ごはん こめ

エネル
ギー 618

たんぱ
く質 27.7

ごはん こめ ■●♯よこわ
りバンズ

なめし
こめ、ひろしまな、きょうな、だいこ
んは、かつおぶし

♯ポトフ
ウインナー、じゃがいも、たまねぎ、キャ
ベツ、にんじん、こむぎ、だいず、とりに
く

♯とんかつ ぶたにく、こむぎ、だいず

ボイルキャベ
ツ

キャベツ、きゅうり

パックソース トマト、にんじん、りんご

エネル
ギー 718 エネル

ギー 572 エネル
ギー 661 エネル

ギー 598
※れいとうパ
イン

パイナップル エネル
ギー 619

たんぱ
く質 25.2 たんぱ

く質 27.2
▲スナックアー
モンド アーモンド たんぱ

く質 26.2 たんぱ
く質 23.4

オレンジ
ジュース

オレンジ たんぱ
く質 28.4

ごはん こめ ■●♯こめこ
パン

△♯きのこごは
ん

こめ、ひらたけ、しいたけ、まいたけ、かつおぶ
しエキス、ほたてエキス、こむぎ、だいず

エネル
ギー 658 エネル

ギー 684 エネル
ギー 576 エネル

ギー 684 エネル
ギー 642

たんぱ
く質 32.8 たんぱ

く質 30.5 たんぱ
く質 20.8 たんぱ

く質 31.5 たんぱ
く質 27.6

ごはん こめ ごはん こめ ごはん こめ ♯ナン ごはん こめ

♯ほっけフラ
イ

ほっけ、こむぎ、だいず

エネル
ギー 654 エネル

ギー 633 エネル
ギー 671 エネル

ギー 673 エネル
ギー 632

たんぱ
く質 25.4 たんぱ

く質 28.8 たんぱ
く質 24.2 パックソース トマト、にんじん、りんご たんぱ

く質 33.3 たんぱ
く質 28.9

ごはん こめ ごはん こめ ■●♯かぼ
ちゃパン

すこやかふりかけ
のり、かつおぶし、しいたけエ
キス

しろみざかなのさ
いきょうやき ホキ、だいず、こめ

エネル
ギー 699 エネル

ギー 673 エネル
ギー 655 エネル

ギー 627 エネル
ギー 707

たんぱ
く質 27.9 たんぱ

く質 27.6 たんぱ
く質 28.1 たんぱ

く質 28.8 たんぱ
く質 27.2

はくさいのみ
そしる

はくさい、ねぎ、あぶらあげ、
じゃがいも、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

●♯ひじきつみ
れじる

　　　　　　１０月のこんだて表 ぎゅうにゅうは、７ひをのぞいてまいにちつきます！（小学校用）＊砂川市学校給食センター

1
だいこんとあぶ
らあげのみそし
る

だいこん、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

ぶたにく、きゃべつ、たまねぎ、にん
じん、にら、しょうが、だいず、こむ
ぎ、こめ

だっしふんにゅう、クリーム、
ゼラチン、かんてん

♯きりぼしだ
いこんのいた
めに

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

♯てりやきとう
ふハンバーグ

とうふ、とりにく、たまねぎ、こむ
ぎ、だいず、こめ（金）

♯やさいのしょ
うがいため

たら、たちうお、ひじき、たまねぎ、にんじん、
けいらん、だいこん、ごぼう、ねぎ、ほししいた
け、だいず、こむぎ、こめ、かつおぶしエキス、
こんぶエキス

♯□かいそう
サラダ

もやし、ほうれんそう、にんじ
ん、わかめ、とさか、こんぶ、
ごまあぶら、だいず、こむぎ

♯さばのカ
レーに

さば、こんぶエキス、だいず、
こむぎ

●あつやきたま
ご

けいらん、かつおエキス、こんぶエキ
ス

（金）

6 7 8

♯□ぶたにくと
しめじのあまか
らに

4

■♯ハヤシラ
イス

米、ぶたにく、たまねぎ、じゃがいも、に
んじん、マッシュルーム、にんにく、しょ
うが、トマト、にゅう、りんご、大豆、と
りにく、こむぎ、こんぶエキス、ほっけパ
ウダー、すけとうだらパウダー

5
♯□しおラー
メン

ラーメン、ぶたにく、はくさ
い、たまねぎ、もやし、たけの
こ、にんじん、つと、ねぎ、だ
いず、こむぎ、しょうが、にん
にく、とりにく、ごま

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

11

♯□ビビンバ
丼

こめ、ぶたにく、とりにく、ゆ
でだいず、もやし、ほうれんそ
う、こまつな、にんじん、にん
にく、しょうが、だいず、こむ
ぎ、こめ、ごま

12

■♯ミートス
パゲッティ

スパゲッティ、たまねぎ、ぶた
にく、にんじん、ゆでだいず、
ピーマン、エリンギ、トマト、
ぎゅうにく、こむぎ、チーズ、
にんにく、しょうが

13 14

さんま

（月） （火）
●♯しゅうま
い

たまねぎ、とりにく、ぶたに
く、こむぎ、ゼラチン、けいら
ん、だいず

（水） （木）

■ソフール

（月） （火） （水） （木） （金）

さつまいも、ぶたにく、にんじん、むごぼ
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

♯はるさめ
スープ

はるさめ、もやし、たまねぎ、にんじん、
チンゲンサイ、ベーコン、ほししいたけ、
とりにく、だいず、こむぎ、ぎゅうにく、
ぶたにく、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

●♯とうふの
そぼろあんつ
つみ

たまねぎ、にんじん、えだまめ、とうにゅ
う、たらすりみ、とうふ、けいらん、かつ
おエキス、こんぶエキス、ほししいたけ、
だいず、とりにく、こむぎ

とりにくのし
おレモンやき

とりにく、レモンかじゅう

15
だいこんのみ
そしる

だいこん、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

△■♯サーモ
ンクリームに

さけ、たまねぎ、はくさい、じゃがいも、
しめじ、コーン、にんじん、ぎゅうにゅ
う、チーズ、バター、こむぎ、だいず、と
りにく、ほたてエキス

さつまじる

さんまのしおや
き

もやし、こまつな、ちくわ、にんじ
ん、だいず、こむぎ、ごま

18 19 20 21 22

ミニフィッシュ かたくちいわし
■ディズニーが
たチーズ チーズ

♯□ごもくき
んぴら

ごぼう、しらたき、にんじん、
さやいんげん、さつまあげ、ご
ま、こめ、だいず、こむぎ

●■♯ひきに
くカレー

ぶたにく、とりにく、たまねぎ、にんじん、ゆで
だいず、ピーマン、しょうが、にんにく、バ
ター、こむぎ、けいらん、にゅう、りんご、トマ
ト、チーズ、バナナペースト、はちみつ、ココ
ア、こんぶエキス

●♯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

■♯□にらつ
つみ

キャベツ、にら、ぶたにく、と
りにく、だいず、こむぎ、にゅ
う、ごま

♯□とりにく
のピリからや
き

とりにく、しょうが、にんに
く、こめ、ごま、だいず、こむ
ぎ

●ちゅうかた
まごスープ

ベーコン、けいらん、ほうれんそ
う、たまねぎ、たけのこ、にんじ
ん、とりにく、ぎゅうにく、だい
ず、ぶたにく、ゼラチン

キャベツのみ
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

♯かぼちゃだ
んごじる

かぼちゃ、じゃがいも、とりにく、あぶら
あげ、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、こんぶエキス、かつおぶしエキス

♯ぶたにくの
バーベキュー
ソース

△□♯だいこ
んサラダ

だいこん、きゅうり、にんじん、ツナ、ご
ま、かつおエキス、ほたてエキス、こんぶ
エキス、オニオンエキス、こむぎ、だい
ず、とりにく、ぶたにく、ゼラチン

♯□やさいのご
まあえ

ぶたにく、にんにく、しょうが、りん
ご、たまねぎ、こめ、だいず、こむ
ぎ、トマト（月） （火） （水） ●♯□にんじ

んとこまつな
のごまマヨあ
え

もやし、にんじん、こまつな、
だいず、こむぎ、けいらん、ご
ま

（木） （金）

♯□プルコギ
とりにく、じゃがいも、たまねぎ、し
らたき、にんじん、いんげん、だい
ず、こむぎ、こめ

ぶたにく、たまねぎ、もやし、
にんじん、にら、えのき、ご
ま、だいず、こむぎ、こめ、こ
めこうじ

♯だいこんの
そぼろに

だいこん、ぶたにく、さやいん
げん、にんじん、だいず、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、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

♯とりじゃが

●■♯チーズ
オムレツ

けいらん、チーズ、だいず、こ
むぎ

25 26

●♯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

27 28 29

♯ぶたどん こめ、ぶたにく、たまねぎ、だいず、こむぎわかめとなが
ねぎのみそし
る

だいこん、えのき、にんじん、
とうふ、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

△■♯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、なま区リーム、チーズ、バ
ター、こむぎ、だいず、とりにく、
ほたてエキス♯けんちんじ

る

とうふ、だいこん、とりにく、にんじん、
ごぼう、ねぎ、こんにゃく、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●■♯チーズ

はんぺんフラ
イ

たらのすりみ、けいらん、チー
ズ、こむぎ、だいず

●♯□にくま
ん

こむぎ、ぶたにく、たまねぎ、
けいらん、ごま、だいず

■タンドリー
チキン

とりにく、ヨーグルト、トマ
ト、たまねぎ

こまつなのみ
そしる

こまつな、たまねぎ、あぶらあげ、え
のき、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（月） （火） （水） （木） （金）

キャベツとツ
ナのサラダ

キャベツ、コーン、にんじん、
ツナ、だいず、ピーマン、りん
ご、たまねぎ

♯さつまいもの
てんぷら

さつまいも、こむぎ、だいず
△♯□やきに
くに

ぶたにく、たまねぎ、もやし、にん
じん、ねぎ、しょうが、にんにく、
だいず、こめ、かきじる、あさりエ
キス、こむぎ、ごま

くりのムース くり、だいず、ゼラチン
♯□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

・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28.9ｇ（21.1～32.5）

脂質24.0ｇ（14.5～21.5）

塩分2.9g（2.０）

カルシウム394ｍｇ（350）

鉄分2.２ｍｇ（3.0）

食物繊維4.4g（4.5）
空知太小学校PTA献立

★

★

★

★ ★

★

★

～今月の地元食材～

上原ポーク 玉ねぎ きゅうり ななつぼし米 干し椎茸

（砂川・奈井江・浦臼産） （奈井江産）

米粉

ごはんと ぐ は べつはいしょくです

★
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