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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 ごはんごはんごはんごはん ごはん

もやし 夏野菜夏野菜夏野菜夏野菜カレーカレーカレーカレー キャノーラ油 豚肉・チーズ 玉葱・ピーマン

玉葱 小麦粉 脱脂粉乳 かぼちゃ・人参

人参 鶏レバー ズッキーニ

小学校 長葱 小学校 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・玉葱

664 kcal 春巻春巻春巻春巻きききき 春巻き 647 kcal パセリ・人参

中学校 キャノーラ油 中学校 レモン果汁

747 kcal 江別産江別産江別産江別産とうもろこしとうもろこしとうもろこしとうもろこし とうもろこし 857 kcal ミニトマトミニトマトミニトマトミニトマト ミニトマト

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

えびボールのスープえびボールのスープえびボールのスープえびボールのスープ えびボール 大根・人参 オクラとオクラとオクラとオクラと豆腐豆腐豆腐豆腐のみそのみそのみそのみそ汁汁汁汁 豆腐 玉葱・長葱

長葱 油揚げ オクラ

ハンバーグのハンバーグのハンバーグのハンバーグの きび砂糖 ハンバーグ みそ 人参

小学校 ケチャップソースがけケチャップソースがけケチャップソースがけケチャップソースがけ 小学校 さばのみぞれさばのみぞれさばのみぞれさばのみぞれ煮煮煮煮 さばのみぞれ煮

610 kcal 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 チキンウインナー ブロッコリー 656 kcal 大根大根大根大根とこんにゃくのとこんにゃくのとこんにゃくのとこんにゃくの きび砂糖 豚ひき肉 大根・人参

中学校 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 そぼろそぼろそぼろそぼろ煮煮煮煮 澱粉 こんにゃく

727 kcal （（（（コーンクリーミードレッシングコーンクリーミードレッシングコーンクリーミードレッシングコーンクリーミードレッシング）））） 人参 829 kcal グリンピース

ごはんごはんごはんごはん ごはん 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

いももちいももちいももちいももち汁汁汁汁 いももち 油揚げ 人参・ごぼう クリームシチュークリームシチュークリームシチュークリームシチュー じゃがいも ベーコン 玉葱

白かまぼこ 長葱 バター 脱脂粉乳 人参

白菜 牛乳

小学校 さばのみそさばのみそさばのみそさばのみそ煮煮煮煮 さばのみそ煮 小学校 ハーブチキンハーブチキンハーブチキンハーブチキン ハーブチキン

683 kcal 大豆大豆大豆大豆とひじきのとひじきのとひじきのとひじきの炒炒炒炒めめめめ煮煮煮煮 きび砂糖 ひじき・大豆 人参 613 kcal マスカットゼリーマスカットゼリーマスカットゼリーマスカットゼリー入入入入りりりり マスカットゼリー 黄桃

中学校 キャノーラ油 高野豆腐 中学校 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 みかん

851 kcal 焼きちくわ 751 kcal パイン

バーガーパンバーガーパンバーガーパンバーガーパン バーガーパン 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 チキンウインナー 人参・玉葱 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

セロリ 高野豆腐 玉葱・長葱

えびカツえびカツえびカツえびカツ キャノーラ油 えびカツ 焼き豆腐 たもぎ茸

小学校 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 小学校 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

650 kcal （（（（サウザンアイランドドレッシングサウザンアイランドドレッシングサウザンアイランドドレッシングサウザンアイランドドレッシング）））） 人参・コーン 691 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

中学校 きゅうり 中学校 ごま油 人参

753 kcal スライスチーズスライスチーズスライスチーズスライスチーズ スライスチーズ 879 kcal 白ごま

麦麦麦麦ごはんごはんごはんごはん 麦ごはん 黒糖黒糖黒糖黒糖パンパンパンパン 黒糖パン

わかめスープわかめスープわかめスープわかめスープ わかめ・豆腐 コーン・人参 ベーコンとレタスのベーコンとレタスのベーコンとレタスのベーコンとレタスの ベーコン えのき・コーン

白かまぼこ 長葱・玉葱 スープスープスープスープ レタス・人参

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 長葱・玉葱

小学校 チャプチェチャプチェチャプチェチャプチェ マロニー 豚肉 人参 小学校 白身魚白身魚白身魚白身魚のののの香草香草香草香草フライフライフライフライ キャノーラ油 白身魚の香草フライ

634 kcal きび砂糖 小松菜 652 kcal 豚肉豚肉豚肉豚肉とととと大豆大豆大豆大豆のトマトのトマトのトマトのトマト煮煮煮煮 きび砂糖 豚肉 玉葱・なす

中学校 ごま油 たけのこ 中学校 小麦粉 大豆 トマト湯むき

889 kcal キャノーラ油 白菜キムチ 762 kcal ミルメークミルメークミルメークミルメーク（（（（ココアココアココアココア）））） ミルメーク

五目五目五目五目うどんうどんうどんうどん うどん 鶏肉・つと ごぼう

油揚げ 人参

高野豆腐 長葱

いなりいなりいなりいなり寿司寿司寿司寿司 いなり寿司

小学校 焼豚焼豚焼豚焼豚ときゅうりのときゅうりのときゅうりのときゅうりの 白ごま 焼豚 きゅうり

642 kcal ごまごまごまごま酢酢酢酢あえあえあえあえ きび砂糖 もやし

中学校 ごま油 人参

744 kcal フルーツフルーツフルーツフルーツ杏仁杏仁杏仁杏仁プリンプリンプリンプリン フルーツ杏仁プリン

25(木)25(木)25(木)25(木)

18(木)18(木)18(木)18(木) 26(金)26(金)26(金)26(金)

19(金)19(金)19(金)19(金)

22(月)22(月)22(月)22(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）

江別産江別産江別産江別産
使用使用使用使用

29(月)29(月)29(月)29(月)

献立献立献立献立

◎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８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

食品食品食品食品

17(水)17(水)17(水)17(水)

23(火)23(火)23(火)23(火) 31(水)31(水)31(水)31(水)

24(水)24(水)24(水)24(水)

30(火)30(火)30(火)30(火)


