
平成28年 小学校用献立　　　　　　　　室蘭市学校給食センター　　北海道室蘭市祝津町３－６－１００　TEL：0143-27-2511　FAX:0143-27-2512

キャベツ･ピーマン 703
(水)

655

18 ぶたにくとはるさめの
ちゅうかいため ･とりつくね

ぎゅうにゅう･ぶたにく ごはん･はるさめ にんにく･にんじん 665

とりつくね でんぷん･あぶら

562

うずらのたまご
ベーコン

あぶら たまねぎ 608
(火) ･チョコクリームコッペパン とうふとやさいのナゲット チョコクリーム

17 うずらたまごと
わかめのスープ

･とうふとやさいのナゲット（2こ） ぎゅうにゅう･わかめ コッペパン にんじん

ブロッコリー

だいこん 663
(月)

ごはん チーズはんぺんフライ かぼちゃもち にんじん 717

769

16 みそけんちんじる ･チーズはんぺんフライ
ぎゅうにゅう･みそ ごはん･あぶら ごぼう･ながねぎ 632

とりにく･とうふ つきこんにゃく

651

とりにく じゃがいも にんじん･トマト 712
(金)

ごはん なまクリーム マーガリン ようなしかん

13 チキンカレー ･ようなしかん
ぎゅうにゅう ごはん たまねぎ･にんにく

ながねぎ 694
(木)

ごはん かにしゅうまい さとう しいたけ 747

627

12 マーボーどうふ ･かにしゅうまい（2こ）
ぎゅうにゅう ごはん にら･しょうが 639

とうふ･ぶたにく でんぷん

618

にくだんご･チーズ
ヨーグルト

でんぷん にんじん 620
(水) ･ヨーグルト　　　･チーズバーガーパン てりやきハンバーグ はるさめ

11 にくだんごと
はるさめのスープ

･てりやきハンバーグ ぎゅうにゅう･とうふ バーガーパン ながねぎ

しめじ

えのきたけ 647
(火)

わかめごはん やきどうふ さとう･あぶら ながねぎ 704

757

10 すきやきに ･ほっけのたつたあげ
ぎゅうにゅう･ぶたにく わかめごはん たまねぎ･しいたけ 609

ほっけたつたあげ しらたき

634

とりにく ポテトニョッキ･あぶら にんじん 695
(月) ･りんごジャムコッペパン メンチカツ りんごジャム

9 ポテトニョッキの
シチュー

･メンチカツ ぎゅうにゅう コッペパン･マーガリン たまねぎ･コーン

グリンピース

にんじん･ながねぎ 617
(金) ･いちごゼリーとうみつパン わかどりのからあげ いちごゼリー ほうれんそう 677

684

6 ワンタンスープ
･わかどりのからあげ(2こ） ぎゅうにゅう とうみつパン たまねぎ 563

ワンタン あぶら

601

とりにく･ぶたにく さとう･あぶら
さんさい･ピーマン
しょうが

632
(月)

･かしわもちごはん あぶらあげ かしわもち

を整える

2

さんさいじる
　･ぶたにくのしょうがやき ぎゅうにゅう･とうふ ごはん にんじん･たまねぎ

ながねぎ･もやし

5月　小学校給食予定献立

日主食 温　食 副　食 体をつくる
エネルギー 体の調子

エネルギー

になる
こどもの日メニュー

旬の山菜がは

いっています☆

★ 牛乳は毎日つきます。　　　　　★お子様が楽しく食べた給食です。給食費は忘れずに納めましょう。
★ 「はし」は、毎日持ってきてください。（はしは毎日洗いましょう。）
★ 都合により献立の一部を変更する場合があります。
★ アレルギー等で詳しい献立内容を確認したい場合は給食センター栄養教諭までご連絡ください。

　本室蘭･八丁平･蘭北
　陣屋･白鳥台･喜門岱

　　☆当日パン☆

622

531

わかめ はるさめ しいたけ 577

にんじん

(火)
ココアパン えびボール かぼちゃコロッケ ながねぎ

31 えびボールスープ ･かぼちゃコロッケ
ぎゅうにゅう ココアパン･あぶら

グリンピース 640
(月)

ごはん とうふのそぼろづつみ さんおんとう にんじん 690

688

30 にくじゃが ･とうふのそぼろづつみ
ぎゅうにゅう ごはん･しらたき たまねぎ･しょうが 605

ぶたにく じゃがいも･あぶら

601

さつまあげ
のりつくだに

しらたき･ごま だいこん 636
(金) ･のりつくだにごはん とりてんぷらうめしそ さとう･あぶら

27 ごもくきんぴら
･とりてんぷらうめしそ ぎゅうにゅう･ぶたにく ごはん･ごまあぶら ごぼう･ピーマン

にんじん

ごぼう 628
(木)

ごはん いわしのみぞれに あぶら にんじん 679

681

26 しらたまじる ･いわしのみぞれに
ぎゅうにゅう･なると ごはん ながねぎ 595

あぶらあげ･とりにく しらたまもち

544

なまクリーム じゃがいも パセリ 612
(水) ･ソースりんごパン しろみざかなフライ あぶら

25 コーンポタージュ
･しろみざかなフライ ぎゅうにゅう りんごパン コーン

にんじん

ながねぎ･フキ 590
(火)

ごはん にくだんご･やきどうふ かたくりこ えのきたけ 637

665

24 とりしおなべ ･フキのにもの
ぎゅうにゅう ごはん 　さとう はくさい･にんじん 537

とりにく･あぶらあげ しらたき

561

プレーンオムレツ じゃがいも にんにく･トマト 612
(月)

ソフトフランスパン なまクリーム あぶら たまねぎ･しめじ

23 ポークブラウン
シチュー

   ･プレーンオムレツ
ぎゅうにゅう・ぶたにく ソフトフランスパン しょうが･にんじん

にんじん 607
(金)

ごはん さんまのしょうがに さとう しいたけ 648

709

20 いりどり ･さんまのしょうがに
ぎゅうにゅう･つと ごはん･あぶら ごぼう　しょうが 566

とりにく こんにゃく

612

ほたて･イカ でんぷん･はるまき ながねぎ･しょうが 660
(木)

ラーメン うずらのたまご ごまあぶら はくさい･にんにく

19 あしべつ
ガタタンふうラーメン

･はるまき
ぎゅうにゅう･ぶたにく ラーメン･あぶら

にんじん
ほうれんそう

ごはん あつあげ さとう･ごまあぶら たまねぎ 763
ちゅうかいため

1人当たりの平均摂取栄養価
エネルギー

640kcal
脂質

22.1g
たんぱく質

25.4g
塩分

2.7g

北海道ご当地ラーメン第二弾

～6日～

～25日～

デミグラスソースを

使ったシチューです

☆

旬のフキがはいっ

ています☆

★ アレルギー等で詳しい献立内容を確認したい場合は給食センター栄養教諭までご連絡ください。
※ 室蘭市の学校給食センターホームページ (アドレス　http://www.city.muroran.lg.jp/main/org9600.html)
※ 献立表はメールでも配信しております。 (アドレス　http://www.city.muroran.lg.jp/im/org2260/mail_k.html)
右のQRコードからでも登録ページに進むことができます。

　　みなと･地球岬･天沢･大沢･海陽
～25日～

http://www.city.muroran.lg.jp/main/org9600.html
http://www.city.muroran.lg.jp/im/org2260/mail_k.html

