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バーガーパンバーガーパンバーガーパンバーガーパン バーガーパン わかめごはんわかめごはんわかめごはんわかめごはん わかめごはん

コーンクリームシチューコーンクリームシチューコーンクリームシチューコーンクリームシチュー じゃがいも 鶏肉 玉葱 かきかきかきかき玉汁玉汁玉汁玉汁 澱粉 卵 人参

バター 脱脂粉乳 人参 白かまぼこ 長葱

牛乳 コーン 干ししいたけ

小学校 あみあみあみあみ焼焼焼焼きハンバーグきハンバーグきハンバーグきハンバーグ あみ焼きハンバーグ 小学校 鶏鶏鶏鶏とととと野菜野菜野菜野菜のののの焼焼焼焼きつくねきつくねきつくねきつくね 鶏と野菜の焼きつくね

634 kcal ハムのマリネハムのマリネハムのマリネハムのマリネ キャノーラ油 ポークハム キャベツ・人参 621 kcal 切干大根切干大根切干大根切干大根のカレーのカレーのカレーのカレー炒炒炒炒めめめめ キャノーラ油 豚肉 切干大根

中学校 パセリ・玉葱 中学校 きび砂糖 さつま揚げ 人参

781 kcal レモン果汁 789 kcal グリンピース

ごはんごはんごはんごはん ごはん スパゲティミートソーススパゲティミートソーススパゲティミートソーススパゲティミートソース スパゲティ 豚ひき肉 玉葱

たぬきたぬきたぬきたぬき汁汁汁汁 さつま揚げ 人参 小麦粉 鶏レバー 人参

こんにゃく チーズ

えのき 青青青青のりポテトのりポテトのりポテトのりポテト フレンチポテト 青のり

長葱 キャノーラ油

小学校 さばのさばのさばのさばの照照照照りりりり焼焼焼焼きききき さばの照り焼き 小学校 ゼリーゼリーゼリーゼリー入入入入りりりり はちみつレモンゼリー 豆乳ゼリー みかん

633 kcal 豚肉豚肉豚肉豚肉とごぼうのとごぼうのとごぼうのとごぼうの きび砂糖 豚肉 ごぼう 652 kcal フルーツポンチフルーツポンチフルーツポンチフルーツポンチ パイン

中学校 ごまみそごまみそごまみそごまみそ煮煮煮煮 キャノーラ油 赤みそ 人参 中学校 黄桃

798 kcal 白ごま ピーマン 796 kcal

塩塩塩塩ラーメンラーメンラーメンラーメン ラーメン 豚肉 たけのこ コッペパンコッペパンコッペパンコッペパン コッペパン

もやし チキンクリームシチューチキンクリームシチューチキンクリームシチューチキンクリームシチュー じゃがいも 鶏肉 玉葱

玉葱・人参 バター 脱脂粉乳 人参

長葱 牛乳

ショーロンポーショーロンポーショーロンポーショーロンポー ショーロンポー

小学校 白菜白菜白菜白菜のナムルのナムルのナムルのナムル 春雨・きび砂糖 白かまぼこ 白菜 小学校 フランクフルトフランクフルトフランクフルトフランクフルト フランクフルト

635 kcal ごま油 きゅうり 649 kcal 野菜野菜野菜野菜サラダサラダサラダサラダ ドレッシング キャベツ

中学校 白ごま 人参 中学校 （（（（イタリアンドレッシングイタリアンドレッシングイタリアンドレッシングイタリアンドレッシング）））） 人参・きゅうり

790 kcal はちみつレモンゼリーはちみつレモンゼリーはちみつレモンゼリーはちみつレモンゼリー はちみつレモンゼリー 793 kcal コーン

ごはんごはんごはんごはん ごはん ごはんごはんごはんごはん ごはん

すきすきすきすき焼焼焼焼きききき きび砂糖 豚肉 しらたき 白菜白菜白菜白菜とえのきのみそとえのきのみそとえのきのみそとえのきのみそ汁汁汁汁 油揚げ 白菜

高野豆腐 玉葱 豆腐 えのき

焼き豆腐 長葱 みそ 人参

たもぎ茸 長葱

小学校
和風和風和風和風きんぴらきんぴらきんぴらきんぴら包包包包みみみみ焼焼焼焼きききき 和風きんぴら包み焼き

小学校
鶏肉鶏肉鶏肉鶏肉のごまのごまのごまのごま照照照照りりりり焼焼焼焼きききき 鶏肉のごま照り焼き

653 kcal 浅漬浅漬浅漬浅漬けけけけ 白ごま きゅうり 634 kcal 肉肉肉肉じゃがじゃがじゃがじゃが じゃがいも 豚肉 しらたき

中学校 キャベツ 中学校 きび砂糖 枝豆

842 kcal 人参 802 kcal 玉葱

コッペパンコッペパンコッペパンコッペパン コッペパン 山菜山菜山菜山菜うどんうどんうどんうどん うどん 鶏肉 人参

大豆大豆大豆大豆たっぷりたっぷりたっぷりたっぷり じゃがいも 大豆 人参 きび砂糖 油揚げ 長葱

トマトシチュートマトシチュートマトシチュートマトシチュー きび砂糖 ベーコン 玉葱 高野豆腐 干ししいたけ

キャノーラ油 枝豆 山ふき

小麦粉 白花豆白花豆白花豆白花豆コロッケコロッケコロッケコロッケ キャノーラ油 白花豆コロッケ

小学校 プレーンオムレツプレーンオムレツプレーンオムレツプレーンオムレツ プレーンオムレツ 小学校 きゅうりともやしのきゅうりともやしのきゅうりともやしのきゅうりともやしの きび砂糖 焼豚 きゅうり

665 kcal

［　　　　　［　　　　　［　　　　　［　　　　　笹笹笹笹かまぼこかまぼこかまぼこかまぼこ］］］］ ［代替　笹かまぼこ］

627 kcal あえものあえものあえものあえもの
キャノーラ油 もやし

中学校 アスパラとコーンのアスパラとコーンのアスパラとコーンのアスパラとコーンの キャノーラ油 ポークウインナー アスパラ 中学校 レモン果汁

796 kcal ソテーソテーソテーソテー コーン 783 kcal 人参

ごはんごはんごはんごはん ごはん 江別小麦江別小麦江別小麦江別小麦パンパンパンパン 江別小麦パン

もやしともやしともやしともやしと油揚油揚油揚油揚げのみそげのみそげのみそげのみそ汁汁汁汁 油揚げ もやし ラビオリスープラビオリスープラビオリスープラビオリスープ ポークラビオリ 白菜

豆腐 人参 長葱

みそ 長葱 人参

いわしのいわしのいわしのいわしの梅煮梅煮梅煮梅煮 いわしの梅煮 コーン

小学校 炒炒炒炒めめめめ納豆納豆納豆納豆 キャノーラ油 豚ひき肉 玉葱 小学校 味付味付味付味付きききき肉団子肉団子肉団子肉団子 味付き肉団子

694 kcal きび砂糖 ひきわり納豆 人参 586 kcal 豚肉豚肉豚肉豚肉とズッキーニのとズッキーニのとズッキーニのとズッキーニの きび砂糖 豚肉 玉葱

中学校 ピーマン 中学校 トマトトマトトマトトマト煮煮煮煮 小麦粉 ズッキーニ

876 kcal 818 kcal トマト湯むき

かしわうどんかしわうどんかしわうどんかしわうどん うどん 鶏肉 干ししいたけ ごはんごはんごはんごはん ごはん

白かまぼこ 人参 大豆大豆大豆大豆のののの磯煮磯煮磯煮磯煮 じゃがいも ひじき 人参

高野豆腐 長葱 きび砂糖 焼きちくわ つきこんにゃく

さつまパイさつまパイさつまパイさつまパイ さつまパイ 油揚げ

キャノーラ油 豚肉・大豆

小学校 ほうれんほうれんほうれんほうれん草草草草のごまあえのごまあえのごまあえのごまあえ 白ごま 糸寒天 ほうれん草 小学校 にしんのにしんのにしんのにしんの甘露煮甘露煮甘露煮甘露煮 にしんの甘露煮

642 kcal きび砂糖 もやし 644 kcal 小松菜小松菜小松菜小松菜のなめたけあえのなめたけあえのなめたけあえのなめたけあえ 糸寒天 小松菜・人参

中学校 人参 中学校 もやし

774 kcal （（（（中中中中））））ベビーチーズベビーチーズベビーチーズベビーチーズ ベビーチーズ 833 kcal なめ茸

ごはんごはんごはんごはん ごはん ごはんごはんごはんごはん ごはん

マーボーマーボーマーボーマーボー豆腐豆腐豆腐豆腐 きび砂糖 豆腐 長葱 ズッキーニズッキーニズッキーニズッキーニ入入入入りカレーりカレーりカレーりカレー じゃがいも 豚肉 玉葱

澱粉 大豆ミート 人参 キャノーラ油 鶏レバー 人参

豚ひき肉 小麦粉 チーズ ズッキーニ

赤みそ

小学校 えびシュウマイえびシュウマイえびシュウマイえびシュウマイ えびシュウマイ 小学校 コーンといんげんのコーンといんげんのコーンといんげんのコーンといんげんの キャノーラ油 ベーコン コーン

615 kcal 華風華風華風華風きゅうりきゅうりきゅうりきゅうり漬漬漬漬けけけけ きび砂糖 きゅうり 686 kcal ソテーソテーソテーソテー いんげん

中学校 ごま油 人参 中学校

844 kcal 白ごま 894 kcal 冷凍冷凍冷凍冷凍みかんみかんみかんみかん みかん

黒糖黒糖黒糖黒糖パンパンパンパン 黒糖パン コッペパンコッペパンコッペパンコッペパン コッペバン

豆腐入豆腐入豆腐入豆腐入りりりり野菜野菜野菜野菜スープスープスープスープ 澱粉 ベーコン コーン 大根大根大根大根とミートボールのとミートボールのとミートボールのとミートボールの 鶏と豚のミートボール 大根

豆腐 人参 スープスープスープスープ 玉葱

長葱 人参

玉葱 鮭鮭鮭鮭メンチチーズカツメンチチーズカツメンチチーズカツメンチチーズカツ キャノーラ油 鮭メンチチーズカツ

小学校 照照照照りりりり焼焼焼焼きチキンバーグきチキンバーグきチキンバーグきチキンバーグ 照り焼きチキンバーグ 小学校 キャベツとキャベツとキャベツとキャベツと ドレッシング ポークハム ブロッコリー

659 kcal チーズチーズチーズチーズ入入入入りりりり じゃがいも 牛乳 647 kcal ブロッコリーのサラダブロッコリーのサラダブロッコリーのサラダブロッコリーのサラダ キャベツ

中学校 マッシュポテトマッシュポテトマッシュポテトマッシュポテト 砂糖 チーズ 中学校 （（（（ｺｰﾙｽﾛｰﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞｺｰﾙｽﾛｰﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞｺｰﾙｽﾛｰﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞｺｰﾙｽﾛｰﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ）））） 人参

774 kcal 生クリーム 753 kcal レーズンクリームレーズンクリームレーズンクリームレーズンクリーム レーズンクリーム

ごはんごはんごはんごはん ごはん 麦麦麦麦ごはんごはんごはんごはん 麦ごはん

中華中華中華中華スープスープスープスープ 春雨 豆腐 たけのこ わかめスープわかめスープわかめスープわかめスープ 澱粉 わかめ コーン

ベーコン 人参 豆腐 人参・長葱

長葱 白かまぼこ 玉葱

コーンのつまみコーンのつまみコーンのつまみコーンのつまみ揚揚揚揚げげげげ コーンのつまみ揚げ 焼焼焼焼きギョウザきギョウザきギョウザきギョウザ 焼きギョウザ

小学校 豚肉豚肉豚肉豚肉とピーマンのとピーマンのとピーマンのとピーマンの きび砂糖 豚肉 玉葱・人参 小学校 ビビンバビビンバビビンバビビンバ きび砂糖 豚肉 人参

585 kcal 辛味噌炒辛味噌炒辛味噌炒辛味噌炒めめめめ 澱粉 もやし 634 kcal ごま油 赤みそ たけのこ

中学校 干ししいたけ 中学校 白ごま もやし・長葱

795 kcal ピーマン 877 kcal ほうれん草

ミルクパンミルクパンミルクパンミルクパン ミルクパン ごはんごはんごはんごはん ごはん

ポトフポトフポトフポトフ じゃがいも ポークウインナー 人参 味噌味噌味噌味噌けんちんけんちんけんちんけんちん汁汁汁汁 じゃがいも 鶏肉 大根・人参

玉葱 豆腐 長葱

セロリ みそ ごぼう

イタリアンチキンイタリアンチキンイタリアンチキンイタリアンチキン イタリアンチキン つきこんにゃく

小学校 マカロニサラダマカロニサラダマカロニサラダマカロニサラダ マカロニ コーン 小学校 豆腐豆腐豆腐豆腐のそぼろあんのそぼろあんのそぼろあんのそぼろあん包包包包みみみみ 豆腐のそぼろあん包み

640 kcal （（（（ｺｰﾝｸﾘｰﾐｰﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞｺｰﾝｸﾘｰﾐｰﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞｺｰﾝｸﾘｰﾐｰﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞｺｰﾝｸﾘｰﾐｰﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ）））） ドレッシング キャベツ 625 kcal 白菜白菜白菜白菜のののの塩塩塩塩こんぶあえこんぶあえこんぶあえこんぶあえ ごま油 塩こんぶ 白菜

中学校 きゅうり 中学校 白ごま 人参

774 kcal 人参 791 kcal きゅうり

江別産江別産江別産江別産

使用使用使用使用

7(火)7(火)7(火)7(火)

15(水)15(水)15(水)15(水) 30(木)30(木)30(木)30(木)

◎牛乳は毎日の給食に出ます
◎エネルギー基準値 小学校650kcal 中学校830kcal

◎(小)は小学校、(中)は中学校　６月予定こんだて表
献立献立献立献立

食品食品食品食品
江別産江別産江別産江別産

使用使用使用使用
献立献立献立献立

食品食品食品食品

27(月)27(月)27(月)27(月)

※物資の都合等により、献立や材料の一部を変更する場合がありますのでご了承ください。（江別産の野菜を使用する日は絵で表示しています）

1(水)1(水)1(水)1(水) 16(木)16(木)16(木)16(木)

2(木)2(木)2(木)2(木) 17(金)17(金)17(金)17(金)

3(金)3(金)3(金)3(金) 20(月)20(月)20(月)20(月)

6(月)6(月)6(月)6(月) 21(火)21(火)21(火)21(火)

13(月)13(月)13(月)13(月) 28(火)28(火)28(火)28(火)

14(火)14(火)14(火)14(火) 29(水)29(水)29(水)29(水)

22(水)22(水)22(水)22(水)

8(水)8(水)8(水)8(水) 23(木)23(木)23(木)23(木)

9(木)9(木)9(木)9(木) 24(金)24(金)24(金)24(金)

10(金)10(金)10(金)10(金)


