
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 623

ごはん こめ
■●♯メロンパ
ン

ごはん こめ

♯ほしのコロッ
ケ

じゃがいも、たまねぎ、とりにく、ぶた
にく、こむぎ、だいず

パックソース トマト、にんじん、りんご

エネル
ギー 674 エネル

ギー 673 エネル
ギー 657 エネル

ギー 640 エネル
ギー 643

たんぱ
く質 29.8 たんぱ

く質 29.6 たんぱ
く質 19.9 たんぱ

く質 20.2 たんぱ
く質 32.6

♯たらフライ たら、こむぎ、だいず

パックソース トマト、にんじん、りんご

エネル
ギー 638 エネル

ギー 695 エネル
ギー 601 エネル

ギー 658 エネル
ギー 655

たんぱ
く質 23.4 たんぱ

く質 30.4 たんぱ
く質 21.2 たんぱ

く質 30.3 たんぱ
く質 33.4

ごはん こめ
■●♯こめこパ
ン

いちごジャム いちご

エネル
ギー 641 エネル

ギー 578 エネル
ギー 670 エネル

ギー 693

たんぱ
く質 28.7 たんぱ

く質 24.4 たんぱ
く質 20.9 たんぱ

く質 47.5

7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

♯とりそぼろど
ん

米、とりにく、ゆでだいず、にんじん、
ごぼう、しょうが、だいず、こむぎ

4 5

■□♯ちゃんぽ
ん

ラーメン、ぶたにく、はくさい、キャベツ、も
やし、たまねぎ、つと、ねぎ、にんじん、たけ
のこ、しめじ、ぎゅうにゅう、こむぎ、だい
ず、ほししいたけ、こめ、とりにく、ぎゅうに
く、ゼラチン、しょうが、にんにく、こんぶエ
キス、ごまあぶら

6

●■♯□ポーク
カレーライス

さばのしおやき さば △♯□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、ごまあぶ
ら、かきじる、もちごめ

ミニトマト（ひ
とり2こ）

ミニトマト
♯さけのなんば
んづけ

さけ、こめ、にんじん、たまねぎ、ピ―
マン、だいず、こむぎ

こめ、ぶたにく、じゃがいも、たまねぎ、にん
じん、トマト、ぎゅうにゅう、しょうが、にん
にく、バター、とりにく、こむぎ、りんご、ご
ま、だいず、オリーブあぶら、けいらん、チー
ズ、だっしふんにゅう、バナナペースト、こん
ぶエキス、ココア、はちみつ

7
こまつなとじゃ
がいものみそし
る

こまつな、たまねぎ、にんじん、じゃがいも、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

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、ほう
れんそう、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（金）

■♯コーンフラ
イ

コーン、こむぎ、だいず、にゅう
たんぱ
く質 24.3

とうふとわかめ
のみそしる

わかめ、とうふ、えのきたけ、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

8●♯ほしのコン
ソメスープ

こめ、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

（月） （火） （水） （木） （金）

△♯□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、あさ
りエキス、かきじる、こむぎ、そらまめ、ごま
あぶら

●■♯はらじゅ
くドック
（ココアバナナ）

けいらん、こむぎ、バナナ、ココアパウ
ダー、だっしふんにゅう、ぎゅうにゅ
う、ゼラチン

■※フルーツカ
ルピスあえ

乳、もも、みかん、パイン
■♯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

♯ぶたにくとご
ぼうのしぐれに

ぶたにく、しょうが、ごぼう、こんにゃ
く、だいず、こむぎ

11

わかめごはん こめ、わかめ

12

■♯なつやさい
スパゲッティ
ミートソース 15

ごはん こめ

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

●□ちゅうか
コーンスープ

ベ―コン、にんじん、コーン、けいら
ん、たまねぎ、ぎゅうにく、だいず、ぶ
たにく、とりにく、ゼラチン、ごまあぶ
ら

■♯ブラウンシ
チュー

ぶたにく、たまねぎ、じゃがいも、にんじん、エリ
ンギ、にんにく、しょうが、ぎゅうにゅう、こむ
ぎ、だいず、りんご、トマト、こんぶエキス、ぎょ
しょうパウダー、とりにく、ぎゅうにくエキス、な
まクリーム、ゼラチン

スパゲッティ、たまねぎ、ぶたにく、に
んじん、ゆでだいず、ピ―マン、なす、
エリンギ、トマト、チーズ、とりにく、
こむぎ、ぎゅうにく、にんにく、しょう
が

13

ごはん こめ

14

■●♯ソフトフ
ランスパン

豚肉、チーズ、トマト、玉葱、りんご、
小麦、大豆、レモン果汁

（月） （火） （水） （木） （金）

●♯ひじきつみ
れじる

ひじきつみれ（たら、たちうお、ひじき、たまね
ぎ、にんじん、けいらん、だいず、こむぎ）、だ
いこん、にんじん、ごぼう、ねぎ、ほししいた
け、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

●オムレツ けいらん、だいず
△♯□ひじきは
るまき

たけのこ、にんじん、ぶたにく、ひじ
き、かきじる、だいず、ごま、こむぎ

■タンドリーチ
キン

とりにく、にゅう、ゼラチン、かんて
ん、トマト、たまねぎ

■♯すながわ
ﾎﾟｰｸﾁｬｯﾌﾟスペ
シャル

●♯マカロニサ
ラダ

マカロニ、キャベツ、きゅうり、コー
ン、まぐろツナ、だいず、こむぎ、マヨ
ネーズ（けいらん）

♯あつあげと
キャベツのみそ
いため

厚揚げ、玉葱、キャベツ、豚肉、人参、
ねぎ、大豆、小麦、米

18 19 20

ごはん

●♯□こまつな
のごまマヨあえ

もやし、こまつな、にんじん、ちくわ、
ごま、マヨネーズ（けいらん）、だい
ず、こむぎ

みかんゼリー みかんかじゅう
♯□マーボーな
す

なす、たけのこ、ぶたにく、ねぎ、しょうが、
にんにく、ぎゅうにく、だいず、ぶたにく、と
りにく、ゼラチン、だいず、そらまめ、こめ、
こむぎ、ごまあぶら

こめ

21 22

ごはん こめ

●♯□とうにゅ
うチゲ

とうふ、ぶたにく、あさり、はくさい、だいこ
ん、にんじん、にら、しめじ、とうにゅう、た
まねぎ、ごま、こんぶ、りんご、にんにく、か
つおぶしエキス、こんぶエキス、こむぎ、だい
ず、りんご、ゼラチン、とりにく、けいらん

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

●♯ニョッキの
スープ

ミニトマト
（月） （火） （水） （木） （金）

じゃがいも、こむぎ、けいらん、キャベ
ツ、たまねぎ、にんじん、ベーコン、と
りにく、だいず

♯ジンギスカン

こひつじにく、りんご、たまねぎ、もや
し、にんじん、こむぎ、だいず、しょう
が、こめ、オレンジ、みかん、にんにく
パウダー

♯□ヤンニョム
チキン

とりにく、にんにく、しょうが、こめ、
トマト、だいず、こむぎ、ごま、ごまあ
ぶら

♯いわしのしょ
うがに

いわし、しょうが、こんぶエキス、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、だい
ず、チーズ、こむぎ

ミニトマト（ひ
とり2こ）

■ソフール
だっしふんにゅう、クリーム、ゼラチ
ン、かんてん

1

♯□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、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、いんげん、こめ、だい
ず、こむぎ

なすのトマトに
なす、ベーコン、トマト、にんにく、と
りにく、トマト、たまねぎ

★★

★

★★

★

★

★

★

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・・・□

６日「ポークカレーライス」の卵（●マーク）は、調味料の原材料

に含まれています。

７日「ほしのコンソメスープ」、19日「とうにゅうチゲ」の卵

（●マーク）は、スープの原材料に含まれています。

13日「中華コーンスープ」の卵（●マーク）は、溶き卵です。

21日「ニョッキのスープ」の卵（●マーク）は、ニョッキとスー

プの原材料に含まれています。

・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

～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

（すながわ・ないえ・うらうすさん）

こめこ （ないえさん）

すながわさんのこめこを

しようする ひ

8日（金） さけのなんばんづけ

19日（火）ヤンニョムチキン

21日（木）こめこパン

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649kcal（650）

たんぱく質27.7ｇ（21.1～32.5）

脂質23.8ｇ（14.5～21.5）

塩分2.8g（2.０）

カルシウム370ｍｇ（350）

鉄分3.1ｍｇ（3.0）

食物繊維4.4g（4.5）

ごはんと具は別配食です

～きゅうしょくでつかわれている なつやさい～

なす きゅうり トマト ミニトマト ピーマン

なつやさいには、

すいぶんが おおく

ふくまれています。

なつのあつさに

まけないように

しっかり たべましょう！

https://1.bp.blogspot.com/-41u0_S90Ppg/U8XkAkPE-gI/AAAAAAAAipE/hIYV_yYIwKA/s800/animal_pig_buta.png
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https://www.irasutoya.com/2016/02/blog-post_621.html

