
平成28年

★ 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。

※ 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。

9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 を整える

1 はくさいとにくだんごの
スープ

ぎゅうにゅう とうみつパン にんじん･しめじ

･イカリングフライ（2こ）
とうみつパン

531

にくだんご でんぷん はくさい 585
(木)

イカリングフライ あぶら ながねぎ 647

2 しらたまじる
･さんまのしょうがに ぎゅうにゅう･ナルト ごはん ながねぎ 569

あぶらあげ･とりにく にこみもち ごぼう 600
(金) ･ふりかけ(のりたま) さんまのしょうがに のりたま にんじん 649ごはん

5 だいこんのそぼろに
ぎゅうにゅう ごはん･さんおんとう だいこん･しょうが

･わかどりのごまてりやき
ごはん

612

あつあげ･とりにく あぶら･でんぷん にんじん 643
(月)

わかどりのごまてりやき こんにゃく さやいんげん 691

たまねぎ･にんにく 658

ぶたにく あぶら･ペンネ

バーガーパン

にんじん･トマト 678
(火)

メンチカツ マーガリン ブロッコリー 696
･メンチカツ　･ソース6 マカロニのハヤシふうに

ぎゅうにゅう バーガーパン･さとう

7 ぎょうざスープ ぎゅうにゅう ごはん ながねぎ･もやし

･てんしん
ごはん

552

ぎょうざ ぎょうざのかわ にら 597
(水)

てんしん（たまご） あぶら にんじん 645

コーン･にんにく 610

チャーシュー かぼちゃコロッケ

ラーメン

ながねぎ･しょうが 660
(木)

ナルト あぶら にんじん 709

･かぼちゃコロッケ8 　なかしべつふう
ミルキーラーメン

ぎゅうにゅう
みそ

ラーメン

9 ポークカレー
ぎゅうにゅう ごはん たまねぎ･にんにく

･ようなしかん
ごはん

653

なまクリーム じゃがいも にんじん 700
(金)

ぶたにく マーガリン ようなしかん 760

12 やさいいももちスープ
･てりやきハンバーグ ぎゅうにゅう コッペパン にんじん･たまねぎ 531

ベーコン いももち コーン･パセリ 576
(月) ･チョコクリーム てりやきハンバーグ チョコクリーム もやし 624コッペパン

13 マーボーどうふ
ぎゅうにゅう ごはん･あぶら にら･しょうが

･ぎょうざ（2こ）
ごはん

637

ぎょうざ･とうふ でんぷん ながねぎ 673
(火)

ぶたにく さとう しいたけ 726

たまねぎ 633

とりにく さつまいも･マーガリン

ココアパン

にんじん 698
(水)

なまクリーム やさいコロッケ コーン 762

･やさいコロッケ14 あきのみのりシチュー
ぎゅうにゅう ココアパン･あぶら

15

たらのみそしる
･とりつくね ぎゅうにゅう･みそ ごはん にんじん

ごはん

569

たら・とうふ さとう･あぶら ながねぎ 594
(木) 　　 ･おつきみゼリー とりつくね おつきみゼリー ごぼう 634

16

ごぼうのごもくいため

ぎゅうにゅう･つと くりごはん･あぶら ごぼう･ピーマン 673

ぶたにく･ひじき しらたき･さとう

くりごはん

にんじん 697
(金)

さばのみそに ごまあぶら･ごま だいこん 736
･さばのみそに

20 じゃがベーコン
･チキンナゲット（2こ） ぎゅうにゅう コッペパン･あぶら コーン･にんじん

コッペパン

534

ベーコン じゃがいも･マーガリン たまねぎ 588
(火) ･いちごジャム チキンナゲット いちごジャム さやいんげん 641

21
すきやきに

ぎゅうにゅう ごはん たまねぎ 613

ぶたにく･やきどうふ しらたき

ごはん

ながねぎ 638
(水)

いわしのみぞれに さとう しいたけ 681
･いわしのみぞれに

23 キャベツとぶたにくの
みそいため

ぎゅうにゅう･みそ ごはん キャベツ･ピーマン

･とりてんぷらうめしそ
ごはん

609

あかみそ･ぶたにく
あつあげ

さとう たまねぎ･しょうが 660
(金)

とりてんぷらうめしそ あぶら にんじん･にんにく 708

26 パンプキンポタージュ
･ケチャップあじつきにくだんご ぎゅうにゅう こくとうパン たまねぎ･にんじん 559

なまクリーム じゃがいも かぼちゃ 627
(月) （2こ） あじつきにくだんご さとう･あぶら パセリ 688こくとうパン

27

けんちんじる

ぎゅうにゅう･とりにく わかめごはん ごぼう･ながねぎ･もやし

･ぶたにくのしょうがやき
わかめごはん

541

あぶらあげ こんにゃく･でんぷん
だいこん･たまねぎ
しょうが

576
(火)

とうふ･ぶたにく ごまあぶら･あぶら にんじん･ピーマン 629

(水) ･マーシャルビーンズ タコがたたこやき マーシャルビーンズ ブロッコリー

28 とりにくのトマトに
･タコがたたこやき ぎゅうにゅう コッペパン･あぶら

545

539

とりにく･だいず マーガリン･さとう たまねぎ･トマト 593

しめじ･にんじん

30 ぶたにくとさつまいもの
あまからに

647コッペパン

29 わかめスープ
　　　･オムレツ ぎゅうにゅうﾄ･とうふ チキンライス にんじん･コーン

(木) 　　･ケチャップ わかめ･オムレツ あぶら たまねぎ 637チキンライス

ごはん

にんじん

うずらのたまご ごま ながねぎ･トマト 589

ぎゅうにゅう ごはん･ごまあぶら しょうが 614

ぶたにく さつまいも･あぶら

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

650
(金)

とうふのそぼろづつみ こんにゃく たけのこ 699

･とうふのそぼろづつみ

1人当たりの平均摂取栄養価
エネルギー

631kcal
脂質

21.2g
たんぱく質

24.6g
塩分

2.6g

北海道ご当地ラーメン第六弾

ラッキーにんじん

をさがせ!!

お 月 見 献 立

水元小５年１組６班リクエスト献立

オムライスにして

食べよう♪

陣屋小５・６年１組２班リクエスト献立

今月の当日パン

1日～

14日～

28日～

八丁平・蘭北・陣屋

本室蘭・白鳥台・喜門岱

みなと・地球岬・天沢・大沢・海陽

高砂・水元・知利別・旭ヶ丘

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

