
江別市立学校給食センター

センター調理場TEL 382-5188

　　　　　　　　　 FAX 382-5800
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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

ポークカレーポークカレーポークカレーポークカレー じゃがいも 豚肉・チーズ 玉葱 かきかきかきかき玉汁玉汁玉汁玉汁 澱粉 卵 人参

キャノーラ油 鶏レバー 人参 長葱

小麦粉 脱脂粉乳 干ししいたけ

小学校
コールスローサラダコールスローサラダコールスローサラダコールスローサラダ ドレッシング ポークハム キャベツ

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

670 kcal
(コールスロードレッシング)(コールスロードレッシング)(コールスロードレッシング)(コールスロードレッシング) 人参

624 kcal
切干大根切干大根切干大根切干大根のののの煮物煮物煮物煮物 キャノーラ油 鶏肉 切干大根

中学校
きゅうり

中学校
きび砂糖 さつま揚げ 人参

873 kcal
みかんみかんみかんみかん みかん

788 kcal

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 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・油揚げ ごぼう

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 ベーコン コーン 白かまぼこ 人参

豆腐 人参・長葱 高野豆腐 長葱

玉葱 えびえびえびえび天天天天ぷらぷらぷらぷら キャノーラ油 えび天ぷら

小学校
照照照照りりりり焼焼焼焼きチキンハンバーグきチキンハンバーグきチキンハンバーグきチキンハンバーグ 照り焼きチキンハンバーグ

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

647 kcal
チーズチーズチーズチーズ入入入入りマッシュポテトりマッシュポテトりマッシュポテトりマッシュポテト じゃがいも 牛乳・チーズ

626 kcal
ごまごまごまごま酢酢酢酢あえあえあえあえ ごま油 もやし

中学校
砂糖 生クリーム

中学校
きび砂糖 人参

759 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

765 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

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

おおおお雑煮雑煮雑煮雑煮 餅 鶏肉 大根・人参 じゃがいもとふのりのじゃがいもとふのりのじゃがいもとふのりのじゃがいもとふのりの じゃがいも ふのり 人参

つと ごぼう・長葱 みそみそみそみそ汁汁汁汁 油揚げ 長葱

五目五目五目五目たまごたまごたまごたまご焼焼焼焼きききき 五目たまご焼き みそ

小学校
［　　　　　［　　　　　［　　　　　［　　　　　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]

小学校
さばのさばのさばのさばの塩焼塩焼塩焼塩焼きききき さばの塩焼き

706 kcal
ふきのふきのふきのふきの炒炒炒炒めめめめ煮煮煮煮 きび砂糖 さつま揚げ 山ふき

704 kcal
五目五目五目五目うのうのうのうの花炒花炒花炒花炒めめめめ キャノーラ油 おから しらたき

中学校
キャノーラ油 たけのこ

中学校
きび砂糖 豚ひき肉 人参

892 kcal
のりふりかけのりふりかけのりふりかけのりふりかけ のりふりかけ

872 kcal
ひじき 長葱

塩塩塩塩ワンタンメンワンタンメンワンタンメンワンタンメン ラーメン 豚肉 たけのこ 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

肉入りワンタン もやし・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

玉葱・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・小麦粉 ベーコン 玉葱

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 キャノーラ油 枝豆

小学校
小松菜小松菜小松菜小松菜のナムルのナムルのナムルのナムル 春雨・ごま油 白かまぼこ 小松菜

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

666 kcal
きび砂糖 人参

625 kcal
江別小麦江別小麦江別小麦江別小麦ラーメンサラダラーメンサラダラーメンサラダラーメンサラダ 江別小麦めん バンバンジーチキン きゅうり

中学校
白ごま

中学校
（（（（焙煎焙煎焙煎焙煎ごまドレッシングごまドレッシングごまドレッシングごまドレッシング）））） 白ごま キャベツ

764 kcal
おおおお米米米米のタルトのタルトのタルトのタルト（（（（ブルーベリーブルーベリーブルーベリーブルーベリー）））） お米のタルト

796 kcal
ドレッシング 人参

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

キャベツとキャベツとキャベツとキャベツと油揚油揚油揚油揚げのげのげのげの 油揚げ キャベツ 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 コーン

みそみそみそみそ汁汁汁汁 豆腐・みそ 人参 豆腐 人参・長葱

ほっけフライほっけフライほっけフライほっけフライ キャノーラ油 ほっけフライ 白かまぼこ 玉葱

小学校 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 ベーコン 人参
小学校 ポークシュウマイポークシュウマイポークシュウマイポークシュウマイ ポークシュウマイ

676 kcal
キャノーラ油 ひじき・大豆

638 kcal
ビビンバビビンバビビンバビビンバ きび砂糖 豚肉 人参・たけのこ

中学校
高野豆腐

中学校
ごま油 赤みそ もやし・長葱

847 kcal
焼きちくわ

829 kcal
白ごま ほうれん草

タマゴソフトパンタマゴソフトパンタマゴソフトパンタマゴソフトパン タマゴソフトパン 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

ウインナースープウインナースープウインナースープウインナースープ じゃがいも ウインナー 玉葱 小麦粉 鶏レバー 人参

人参 チーズ

枝豆

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
小学校 鮭鮭鮭鮭キャベツカツキャベツカツキャベツカツキャベツカツ キャノーラ油 鮭キャベツカツ

631 kcal
野菜野菜野菜野菜のののの ドレッシング キャベツ

704 kcal
ゼリーゼリーゼリーゼリー入入入入りりりり カクテルゼリー みかん

中学校 レモンドレッシングあえレモンドレッシングあえレモンドレッシングあえレモンドレッシングあえ 人参
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 パイン

831 kcal
きゅうり

854 kcal
黄桃

（江別産の野菜を使用する日は絵で表示しています）

18(水)18(水)18(水)18(水)

19(木)19(木)19(木)19(木)

※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。

16(月)16(月)16(月)16(月) 24(火)24(火)24(火)24(火)

17(火)17(火)17(火)17(火) 25(水)25(水)25(水)25(水)

31(火)31(火)31(火)31(火)

20(金)20(金)20(金)20(金)

26(木)26(木)26(木)26(木)

23(月)23(月)23(月)23(月)

27(金)27(金)27(金)27(金)

30(月)30(月)30(月)30(月)

◎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１月予定こんだて表
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