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なめし ひろしまな、きょうな、だいこん
は、かつおけずりぶし

●■♯デニッ
シュパン

ごはん

エネル
ギー 675 エネル

ギー 680 エネル
ギー 587

たんぱ
く質 27.0 さくらもち こめ、あずき たんぱ

く質 21.9 たんぱ
く質 23.2

わかめごはん わかめ
●■♯きなこ
あげパン

だいず

♯とりにくの
からあげ

とりにく、しょうが、にんに
く、だいず、こむぎ、こめ

エネル
ギー 617 エネル

ギー 671 エネル
ギー 687

●■♯いちごク
レープ

にゅう、だいず、けいらん、こむ
ぎ、ゼラチン、いちご

エネル
ギー 635 エネル

ギー 670

たんぱ
く質 28.2 たんぱ

く質 30.4 たんぱ
く質 26.1 ■ジョア だっしふんにゅう たんぱ

く質 26.4 すだちゼリー すだちかじゅう たんぱ
く質 26.7

●■♯こめこ
パン

パックソース トマト、にんじん、りんご

エネル
ギー 630 エネル

ギー 611 エネル
ギー 748 エネル

ギー 653 エネル
ギー 626

たんぱ
く質 24.7 パックソース トマト、にんじん、りんご たんぱ

く質 24.9 たんぱ
く質 23.2 たんぱ

く質 25.4 たんぱ
く質 29.6

●■♯ソフトフ
ランスパン

エネル
ギー 645 エネル

ギー 616 エネル
ギー 659

たんぱ
く質 24.7 たんぱ

く質 29.1 たんぱ
く質 30.4

●♯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）

△♯□あげ
ぎょうざ

キャベツ、ぶたにく、ひじき、とり
にく、ネギ、ごまあぶら、しょう
が、しいたけ、ほたてエキス、かき
エキス、こむぎ、だいず

♯さけのたつ
たあげ

さけ、しょうが、こむぎ、だい
ず、こめ

■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

23 ■♯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、マッシュルーム、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

●チンゲンサイ
のちゅうかたま
ごスープ

チンゲンサイ、たまねぎ、にんじ
ん、コーン、ベ―コン、けいらん、
とりにく、ぎゅうにく、だいず、ぶ
たにく、ゼラチン

こまつなのみ
そしる

こまつな、たまねぎ、あつあげ、え
のきたけ、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

もやし、こまつな、ちくわ、に
んじん、だいず、こむぎ、ごま

20

ごはん

21 22

ごはん

（月） （火） （水） （木）

△♯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、あさりエキス、かきじる、
だいず、こむぎ

♯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、だいず、こむぎ

●■♯□チキ
ンカレーライ
ス

こめ、とりにく、たまねぎ、じゃが
いも、にんじん、セロリ、トマト、
ぎゅうにゅう、とうにゅう、しょう
が、にんにく、バター、ぶたにく、
こむぎ、りんご、ごま、だいず、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

16 17

ごはん

（木） （金）

かぼちゃマ
フィン

とうにゅう、かぼちゃ、こめ
●■♯やきプリ
ンタルト

けいらん、にゅう、だいず、こ
むぎ

■♯ペンネの
トマトソース
に

ペンネ、ぶたにく、たまねぎ、
にんにく、トマト、チーズ、こ
むぎ、だいず、とりにく、バ
ター

もちこめ、あぶらあげ、だい
ず、こむぎ、かつおエキス、う
め

♯□こまつな
とツナのサラ
ダ

もやし、キャベツ、こまつな、
にんじん、まぐろツナ、だい
ず、ごまあぶら、こむぎ

♯□やさいのご
まあえ

13

●♯おやこど
ん

こめ、たまねぎ、けいらん、と
りにく、たけのこ、にんじん、
ほししいたけ、だいず、こむぎ 14

♯きつねうど
ん

うどん、とりにく、ちくわ、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

■♯□ぶたにく
のネギみそチー
ズやき

ぶたにく、ねぎ、だいず、こむ
ぎ、ごま、チーズ

（月）
■♯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

（火） （水）

●■♯イタリ
アンスープ

たまねぎ、コーン、ほうれんそ
う、にんじん、べーコン、けい
らん、とりにく、こむぎ、チー
ズ、だいず さつまじる

さつまいも、とりにく、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

はくさいのみ
そしる

はくさい、こまつな、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

♯しろみざか
なのフライ

ホキ、だいず、こむぎ

♯きつねもち

15

7

♯●■カレー
ラーメン

たら、チーズ、けいらん、だい
ず、こむぎ（月） （火） （水） （木）

♯だいこんサ
ラダ

だいこん、きゅうり、にんじん、まぐろ
ツナ、だいず、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

（金）

♯だいこんの
そぼろに

だいこん、とりにく、にんじ
ん、いんげん、だいず、こむぎ

6

ラーメン、ぶたにく、
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、こんぶエキス、かつおぶし
エキス、けいらん、ぶたにく、
にゅう

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

■かたぬき
チーズ

チーズ
△♯□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、あさりエキス、かきしる、
こむぎ、ごまあぶら

ぎゅうにゅう、かぼちゃ、たま
ねぎ、こむぎ、チーズ、バ
ター、ぶたにく

こんにゃく、ぶたにく、たまねぎ、えだ
まめ、はくさい、ごま、だいこん、にん
じん、こんぶ、にら、りんご、にんに
く、かつおぶしエキス、こんぶエキス、
マヨネーズ（けいらん）、こむぎ、だい
ず、ゼラチン、ごまあぶら

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♯てりやきチ

キン
とりにく、こむぎ、だいず

♯さばのしょ
うがに

さば、こむぎ、だいず、しょう
が

●♯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

♯□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、だいず、こ
むぎ、ごまあぶら

●■♯チーズは
んぺんフライ

8 9 10

ごはん

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、かつおぶし、だいず

●♯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、けいらん

こまつなとじゃ
がいものみそし
る

ごはん

3月のこんだて表　　　　★8日いがい 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 2 3

♯あさりのす
ましじる

はんぺんあられ（たら、ながいも）、あ
さり、とうふ、にんじん、えのきたけ、
ねぎ、ほししいたけ、だいず、こむぎ、
こんぶエキス、かつおエキス

△■♯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

●□ちゅうか
コーンスープ

（水）
●♯ちくわみ
そマヨあえ

ちくわ、キャベツ、きゅうり、
にんじん、マヨネーズ（けいら
ん）、こむぎ、だいず

（木） （金）

●♯□こん
にゃくキムチ■♯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

ベ―コン、にんじん、コーン、けいら
ん、たまねぎ、こまつな、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

△♯まぐろカ
ツ

まぐろ、だいず、こむぎ、たま
ねぎ、ぶたにく、ほたてエキス

♯□にくだん
ごゴマミソだ
れ

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■♯かぼちゃ

チーズグラタ
ン

★

★

★

★

★ ★

★

★

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・・・□

～卵（●マーク）について～

3日「中華コーンスープ」、16日「イタリアン

スープ」、20日「チンゲン菜の中華スープ」の

卵は、溶き卵が入っています。

7日「カレーラーメン」、15日「チキンカレーラ

イス」の卵は、調味料の原材料に含まれています。

9日「ポトフ」の卵は、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

ごはんと具は別配食です

砂川中央小

PTA献立

石山中

PTA献立

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26.3ｇ（21.1～32.5）

脂質24.4ｇ（14.5～21.5）

塩分2.6（2.０）

カルシウム356ｍｇ（350）

鉄分2.6ｍｇ（3.0）

食物繊維4.7g（4.5）


