
平成28年

　

★ 牛乳は毎日つきます。（8日は登別牛乳がつきます）　
★ 都合により献立の一部を変更する場合があります。
★ 「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。）
★ 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。
★ 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)

QRコードからメール登録や配合表を確認することができます。

11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 じゃがベーコン
･ケチャップあじつきにくだんご(2こ)ぎゅうにゅう コッペパン･じゃがいも しめじ･にんじん

コッペパン

568

ベーコン マーガリン グリンピース 613
(火) ･チョコクリーム あじつきにくだんご チョコクリーム コーン･たまねぎ 663

2 ぎょうざスープ
ぎゅうにゅう ごはん･あぶら ながねぎ･ピーマン 591

ぎょうざ はるさめ

ごはん

にんじん･たけのこ 650
(水)

ぶたにく さとう しょうが･もやし･にら 712
･ごもくやさいはるさめいため

4 いりどり
ぎゅうにゅう ごはん･あぶら グリンピース

･ししゃもいそべフリッター
ごはん

571

つと･とりにく こんにゃく ごぼう･にんじん 618
(金)

ししゃもいそべフリッター さとう たけのこ 667

7 マカロニのクリームに
･しろみざかなフライ･ソース

ぎゅうにゅう･ベーコン コッペパン･あぶら キャベツ･コーン 639

なまクリーム
だっしふんにゅう

マーガリン･ペンネ たまねぎ 699
(月) ･いちごジャム しろみざかなフライ いちごジャム にんじん 757コッペパン

8

さんぺいじる

ぎゅうにゅう･こんぶ ごはん だいこん

･チキンカツ　　･なっとうごはん

653

さけ･チキンカツ じゃがいも にんじん 680
(火)

とうふ･なっとう あぶら ながねぎ 727

9 えびボールスープ ･てりやきハンバーグ ぎゅうにゅう･わかめ バーガーパン にんじん 567

えびボール･チーズ はるさめ しめじ 578
(水) ･スライスチーズ てりやきハンバーグ さとう･あぶら ながねぎ 588バーガーパン

10 すきやきに
ぎゅうにゅう ごはん たまねぎ

･さんまのしょうがに
ごはん

598

647

やきどうふ･ぶたにく しらたき えのきたけ 638
(木)

さんまのしょうがに さとう ながねぎ 681

695
　　　　　　･はるまき11

わっかないふうラーメン

ぎゅうにゅう･こんぶ ラーメン にんじん･はるまき 597

チャーシュｰ･ぶたにく あぶら

･わかどりとやさいの
やきつくねわかめごはん

(金)
うずらのたまご･ナルト はるまきのかわ もやしラーメン

ながねぎ

(月)
さつまあげ･ぶたにく さとう･ごまあぶら にんじん 678

14 ごもくきんぴら
ぎゅうにゅう わかめごはん･ごま ごぼう･ピーマン

691

589

やきつくね しらたき･あぶら だいこん 628

748

･プレーンオムレツ15 きのこの
ハッシュドポーク

ぎゅうにゅう ココアパン･あぶら しめじ･にんじん･トマト 631

なまクリーム じゃがいも

･カルビやき
ごはん

(火)
オムレツ･ぶたにく マーガリン たまねぎ･にんにくココアパン

マッシュルーム
グリンピース

(水)
ワンタン ワンタンのかわ はくさい･もやし 684

16 みそワンタンスープ
ぎゅうにゅう ごはん ながねぎ･ピーマン

616

574

ぶたにく･みそ あぶら にんじん･たまねぎ 628

670

･グリルチキンハーブ（2こ）17 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･ながねぎ 570

にくだんご あぶら

･ナタデココのゼリーあえ
むぎごはん

(木)
グリルチキン パンこ しめじとうみつパン

はくさい

(金)
なまクリーム ナタデココ もも･みかん･パイン 831

18

ポークカレー
ぎゅうにゅう むぎごはん･マーガリン たまねぎ･にんじん

641

694

ぶたにく じゃがいも･ゼリー にんにく 763

686
･いわしのゆずふうみに21 とりごぼうじる

ぎゅうにゅう･みそ ごはん えのきたけ･ごぼう 594

とりにく･なまあげ こんにゃく

･やさいコロッケ
あげパン

(月)
いわしのゆずふうみ さとう ながねぎごはん

にんじん

(火)
うずらのたまご ごま･あぶら コーン･たまねぎ 698

22 わかめスープ
ぎゅうにゅう･とうふ あげパン にんじん

676

580

わかめ･ベーコン やさいコロッケ ながねぎ 637

752
･タコがたたこやき24

ホワイトシチュー
ぎゅうにゅう りんごパン グリンピース 605

とりにく･たこ じゃがいも･あぶら

･やきビーフン
ごはん

(木)
だっしふんにゅう マーガリン･たこやき にんじんりんごパン

たまねぎ･コーン

(金)
あつあげ さとう にんじん･しょうが 701

25 ジャーチャンドウフ
ぎゅうにゅう ごはん･あぶら こまつな･ピーマン

ごぼう 643

601

あかみそ･ぶたにく やきビーフン たまねぎ･たけのこ 651

692

　･イカリングフライ（2こ）28

　しらたまじる

ぎゅうにゅう･ナルト ごはん ながねぎ 612

とりにく･あぶらあげ にこみもち

29 ドライカレーペンネ
ぎゅうにゅう バターパン たまねぎ･にんにく

(月)
イカリングフライ あぶら にんじんごはん

グリンピース 686　　　　　　　　　　　･メンチカツ
バターパン

ぎゅうにゅう･とうふ

(火)
こなチーズ マーガリン にんじん･しょうが 752

562

あぶらあげ じゃがいも
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613

ごはん

ながねぎ･もやし

627

ぶたにく･メンチカツ ペンネ･あぶら

(水)
みそ･ぶたにく あぶら たまねぎ･しょうが 667

･ぶたにくのしょうがやき30 あぶらあげと
だいこんのみそしる

ごはん だいこん･ピーマン

１人当たりの平均摂取栄養価

エネルギー

650kcal
脂質

22.2g
たんぱく質

26.4g
塩分

2.9g

北海道ご当地ラーメン第八弾 細切り

こんぶ入り

海陽小５年２組５班リクエスト献立

海陽小５年１組３班リクエスト献立

実習生メニュー

❤西いぶりなかよし給食❤ 西いぶり産の食材を使用しています

室蘭産

9月に給食センターに来た
栄養士を目指す東翔高校の

実習生が考えた献立です♪

当日パン

1日～八丁平･蘭北･陣屋
本室蘭･白鳥台･喜門岱

17日～高砂･水元･知利別
旭ヶ丘

24日～みなと･地球岬･天沢
大沢･海陽

↑

メール登録

↑

配合表

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

