
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

エネル
ギー 619 エネル

ギー 603

なめし
こめ、ひろしまな、きょうな、だいこ
んは、かつおぶし

ごはん こめ ごはん こめ
■●♯こめこパ
ン

エネル
ギー 640 エネル

ギー 620 エネル
ギー 586 エネル

ギー 741 エネル
ギー 718

たんぱ
く質 23.2 たんぱ

く質 29.2 たんぱ
く質 24.2 たんぱ

く質 24.4 たんぱ
く質 21.3

■●♯メロンパ
ン

エネル
ギー 682 エネル

ギー 611 エネル
ギー 683 エネル

ギー 673 エネル
ギー 628

たんぱ
く質 28.3 たんぱ

く質 29.4 たんぱ
く質 28.7 たんぱ

く質 22.0 みかんゼリー みかんかじゅう たんぱ
く質 28.5

ごはん こめ
♯たけのこごは
ん

こめ、たけのこ、あぶらあげ、こむ
ぎ、だいず

■●♯クロワッ
サン

エネル
ギー 714 エネル

ギー 613 エネル
ギー 630 エネル

ギー 655

たんぱ
く質 26.8 たんぱ

く質 26.3 たんぱ
く質 32.7 たんぱ

く質 24.1

                         4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

7
△♯□しょうゆ
ラーメン

ラーメン、ぶたにく、たまねぎ、はく
さい、にんじん、もやし、たけのこ、
つと、ねぎ、にんにく、しょうが、だ
いず、こむぎ、とりにく、かつおエキ
ス、かき汁、こんぶエキス、しいたけ
エキス、ごまあぶら、ごま

8

■●♯よこわり
りバンズパン

たんぱ
く質 28.2

●■♯はらじゅ
くドック

けいらん、こむぎ、チーズ、だっしふ
んにゅう

たんぱ
く質 25.3

●コールスロー
サラダ

キャベツ、きゅうり、コーン、鶏卵、大豆、
レモン果汁、オニオンエキス

♯クリスピーチ
キン

とりにく、こむぎ、だいず、にんにく

（木）

△♯□ぎょうざ
キャベツ、こむぎ、とりにく、ぶたに
く、たまねぎ、にら、だいずこ、ごま
あぶら、かきじる、もちこめ

（金） ■△♯きのこ入
りクリームスー
プ

とりにく、たまねぎ、はくさい、エリンギ、
しめじ、にんじん、ぎゅうにゅう、バター、
チーズ、こむぎ、ホタテエキス、だいず

11 12 13 14 15

（月） （火） （水） （木）

●♯いかメンチ
カツ

いか、たら、けいらん、ぶたにく、た
まねぎ、こむぎ、大豆

はちみつどり
とりにく、だいず、はちみつ、しょう
が、にんにく

♯さんまのかば
やき

さんま、だいず、こむぎ、こんぶエキ
ス、かつおぶしエキス

（金）

■♯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

●♯こまつなの
おかかマヨネー
ズ

もやし、こまつな、やきちくわ、さば
ぶし、いわしぶし、むろあ時仏子、け
いらん、だいず、こむぎ

♯□ごもくはる
さめ

はるさめ、ぶたにく、キャベツ、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

♯にくじゃが
ぶたにく、じゃがいも、たまねぎ、し
らたき、にんじん、さやいんげん、こ
め、だいず、こむぎ

キャベツのツナ
サラダ

■♯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

●■♯□チキン
カレーライス

こめ、たまねぎ、じゃがいも、にんじ
ん、セロリ、とりにく、ぎゅうにゅ
う、とうにゅう、トマト、にんにく、
だいず、りんご、しょうが、こむぎ、
けいらん、ぶたにく、チーズ、バナ
ナ、はちみつ、ココア、こんぶエキ
ス、ごま、バター

だいこんとあぶ
らあげのみそし
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

●♯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、かつおエキス、こんぶエ
キス

とうふとわかめ
のみそしる

わかめ、とうふ、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

△■♯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、なまクリー
ム、チーズ、バター、こむぎ、だいず、とり
にく、ほたてエキス

キャベツ、きゅうり、まぐろツナ、だ
いず、りんご、ピーマン、たまねぎ、
にんにく

18

♯ぶたどん
こめ、ぶたにく、たまねぎ、だいず、
こむぎ

19

ごはん こめ

20

ごはん こめ

■♯□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

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

♯さばのてりや
き

さば、しょうが、こむぎ、だいず
♯とりからあげ
こうみソース

とりにく、こめ、ねぎ、しょうが、に
んにく、だいず、こむぎ

●あつやきたま
ご

♯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、
かつおエキス

●♯□たまごと
わかめのスープ

わかめ、ねぎ、ベーコン、コーン、け
いらん、とりにく、ぎゅうにく、だい
ず、ぶたにく、ゼラチン、こむぎ、ご
ま

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

21 22

ごはん こめ

●♯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

けいらん、かつおエキス、こんぶエキ
ス

（月） （火） （水） （木）
■♯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

（金）

♯だいずコロッ
ケ（カレーふう
み）

じゃがいも、だいず、たまねぎ、こむ
ぎ

25

■♯ハヤシライ
ス

こめ、ぶたにく、たまねぎ、じゃがい
も、にんじん、マッシュルーム、エリ
ンギ、にんにく、しょうが、、トマ
ト、にゅう、りんご、だいず、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

26 27 28 29●ちゅうかたま
ごスープ

♯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、さやいんげん、だい
ず、しょうが、こむぎ、こめ

♯□ホイコー
ロー

キャベツ、ぶたにく、、ピーマン、ね
ぎ、にんじん、にんにく、しょうが、
だいず、こむぎ、ごまあぶら、こめ

△♯□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、こむぎ、あさりエキス、か
きじる、ごまあぶら

（月） （火） （水） （木）

ベ―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、こめ、ぎゅうにく、だいず、ぶ
たにく、ゼラチン

♯はるのすまし
じる

たら、ながいも、とうふ、にんじん、
えのき、ほうれんそう、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

●♯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、けいらん

■※フルーツ
ヨーグルトあえ

ヨ―グルト、もも、りんご、みかん、
パイン

□あじつきにく
だんご

とりにく、たまねぎ、ぶたにく、ぎゅ
うにく、トマト、りんご、だいず、ご
ま

♯□さけのたつ
たあげ

（金）

■さけるチーズ にゅう
△♯とうふのオ
イスターソース
に

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

♯ふきのにもの
ふき、こんにゃく、あぶらあげ、ぶた
にく、だいず、こむぎ、かつおぶしエ
キス

■♯ペンネのト
マトソースに

こむぎ、ぶたにく、たまねぎ、にんに
く、トマト、チーズ、だいず、とりに
く、バター

さけ、しょうが、こめ、だいず、こむ
ぎ、ごま

●ほうれんそう
オムレツ

けいらん、ほうれんそう、だいず

★

★

★

★ ★

・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

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・・・□

15日「チキンカレーライス」の卵（●

マーク）は、調味料の原材料に含まれてい

ます。

21日「コンソメスープ」と

24日「ポテトスープ」の卵（●マーク）

は、スープの原材料に含まれています。

★ ★

★

14日（木）米粉パン

20日（水）鶏から揚げ香味ソース

27日（水）鮭の竜田揚げ

ごはんと具は別配食です

★

11日： 北光小

12日： 浦臼小

13日： 空知太小

14日： 砂川小、砂川中央小、上砂川中央小

15日： 豊沼小、奈井江小

ゼリーには「いちご、いちご果汁、豆乳

（大豆）水あめ」が含まれています。

アレルゲンマークはありません

お祝い紅白ゼリー提供日 ～1年生の給食開始日に つきます～

～こんげつの じもとしょくざい～

うえはらポーク たまねぎ ななつぼしまい ほししいたけ

（すながわ・ないえ・うらうすさん） （ないえさん）

こめこ

～砂川産の米粉を使用する日～
すながわさん こめこ しよう ひ

こめこ

とり あ こうみ

さけ たつたあ

いわ こうはく ていきょうび ねんせい きゅうしょくかいしび

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651kcal（650）

たんぱく質26.4ｇ（21.1～32.5）

脂質24.9ｇ（14.5～21.5）

塩分2.8g（2.０）

カルシウム393ｍｇ（350）

鉄分2.1ｍｇ（3.0）

食物繊維4.4g（4.5）

★
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