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4月　中学校給食予定献立

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

特定原材料及び特定原材料に準ずるもの　()はコンタミネーション になる を整える

7
ごはん 肉じゃが ぎゅうにゅう ごはん･さんおんとう たまねぎ･にんじん

･ちくわ磯辺揚げ
ぶたにく じゃがいも･あぶら しょうが 742

(金) こむぎ、だいず、ぶたにく、（えび、かに、イカ、ぎゅうにく

ごま、とりにく、さけ、さば、ゼラチン）
こむぎ、だいず

ちくわいそべあげ しらたき グリンピース

10
ごはん 豚肉と厚揚げの中華炒め

ぎゅうにゅう ごはん･でんぷん キャベツ･にんにく

あつあげ･ぶたにく あぶら･さとう
たまねぎ･グリンピース

しいたけ
823

(月)
こむぎ、だいず、ぶたにく、ごま

･かに玉

こむぎ、たまご、だいず、かに、ごま、ぶたにく、とりにく、さば、りんご
かにたま ごまあぶら にんじん･たけのこ

11
メロンパン ベーコンとうずら卵のスープ ぎゅうにゅう メロンパン にんじん･キャベツ

うずらのたまご ぎゅうにくコロッケ たまねぎ 715
(火)

こむぎ、たまご、にゅう こむぎ、たまご、にゅう、だいず、ぶたにく、とりにく

･牛肉コロッケ

ベーコン あぶら ブロッコリー

12
ごはん

お祝いしらたま汁
　　　　･鮭フライ ･ソース

ぎゅうにゅう･とりにく ごはん ごぼう･だいこん

かまぼこ･クレープ にこみもち にんじん 806

(水) こむぎ、たまご、だいず、とりにく、（えび、かに、イカ

ぎゅうにく、ごま、ぶたにく、さけ、さば、ゼラチン）
こむぎ、たまご、だいず、さけ とりにく

さけフライ あぶら ながねぎ

13
ラーメン

米沢ラーメン

ぎゅうにゅう･ナルト ラーメン ながねぎ

ぶたにく･くきわかめ あぶら もやし 780

(木)こむぎ
（たまご、だいず、そば）

こむぎ、だいず、さば、ぶたにく、とりにく
チャーシュｰ

･春巻き

でんぷん はるまき

14
ごはん ポークカレー ･洋なし缶

ぎゅうにゅう･ぶたにく ごはん たまねぎ･トマト

なまクリーム じゃがいも にんにく･にんじん 845
(金) こむぎ、たまご、にゅう、だいず、ごま、ぶたにく、とりにく、

りんご、バナナ、（ぎゅうにく、ゼラチン） だっしふんにゅう マーガリン ようなしかん

17
黒糖パン ポークビーンズ

ぎゅうにゅう･だいず こくとうパン たまねぎ･コーン

ベーコン じゃがいも
マッシュルーム･トマト

パセリ
776

(月)
こむぎ、たまご、にゅう

こむぎ、たまご、にゅう、だいず、ぶたにく、とりにく、りんご、

（かに、ぎゅうにく、もも、キウイフルーツ、オレンジ、バナナ、

ゼラチン）

･キャベツメンチカツ

キャベツメンチカツ あぶら･さとう にんじん･にんにく

18
ごはん 白菜と肉団子のスープ ぎゅうにゅう ごはん にんじん･ながねぎ

にくだんご あぶら はくさい･たけのこ 748
(火) こむぎ、にゅう、だいず、ごま、ぶたにく、とりにく

（たまご、えび、かに）

･チンジャオロース

ぶたにく しめじ･ピーマン

　春野菜のシチュー
･デミソース ぎゅうにゅう･とりにく コッペパン アスパラ･たまねぎ

さとう

こむぎ、たまご、にゅう、だいず、

ゼラチン

こむぎ、たまご、にゅう、だいず、ぎゅうにく、（えび、かに）

こむぎ、にゅう、だいず、ごま、ぶたにく、とりにく、りんご、ゼラチン、（えび）

こむぎ、たまご、にゅう、だいず、ぶたにく、とりにく

こむぎ、だいず、ぶたにく、とりにく、りんご

･お祝いクレープ

全国ご当地ラーメン第１弾

お祝いメニュー

旬のキャベツとアス

★ 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。）

★ 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)

･プリン

こむぎ、にゅう、だいず、とりにく、りんご にゅう、だいず

19
コッペパン 　春野菜のシチュー

･デミソース
ハンバーグ

ぎゅうにゅう･とりにく コッペパン アスパラ･たまねぎ

(水)
こむぎ、たまご、にゅう こむぎ、たまご、にゅう、だいず、ぶたにく、とりにく

こむぎ、たまご、にゅう、だいず、

ぎゅうにく、ぶたにく、とりにく、りんご、

（えび、かに）
なまクリーム

りんご
いちごジャム

･いちごジャム

グリンピース･コーン

だっしふんにゅう

ハンバーグ

マーガリン

じゃがいも
キャベツ･にんじん 825

さつまあげ しらたき にんじん 759

ぎゅうにゅう･ぶたにく わかめごはん

(金) こむぎ、だいず、ごま、ぶたにく、（えび、かに、イカ、

ぎゅうにく、とりにく、さけ、さば、ゼラチン）
こむぎ、だいず、（たまご、にゅう、かに）

しろみざかなフライ

ごぼう

21
わかめごはん かわりきんぴら ･白身魚フライ

あぶら･さとう･ごま だいこん

24

ごはん 八宝菜 ･いわしのみぞれ煮
ぎゅうにゅう･ぶたにく ごはん･あぶら たまねぎ･たけのこ

うずらのたまご･イカ でんぷん にんじん･しょうが 820

(月)

こむぎ、たまご、だいず、イカ、ごま、ぶたにく、とりにく
いわしのみぞれに ごまあぶら はくさい

25
糖蜜パン

キャベツとベーコンの
コンソメスープ

ぎゅうにゅう･プリン とうみつパン キャベツ･にんにく

ベーコン 712
(火)

こむぎ、たまご、にゅう こむぎ、たまご、にゅう、だいず、ぶたにく、とりにく
チキンロイヤルカツ さとう

･チキンロイヤルカツ

26

ごはん ハヤシライス
ぎゅうにゅう ごはん･あぶら たまねぎ･にんにく

ナタデココ にんじん･もも･みかん

にんじん･たまねぎ

コーン･パセリ

ぶたにく

あぶら

トマト･マッシュルーム

グリンピース･パイン
882

(水)

こむぎ、たまご、にゅう、だいず、ぎゅうにく、ぶたにく、

とりにく、さけ、りんご、バナナ なまクリーム

･ピーチゼリーのフルーツ和え

27
ココアパン ニョッキのクリーム煮 ･帆立風味フライ（2個）

ぎゅうにゅう･ベーコン ココアパン･あぶら コーン･えだまめ

(木)
こむぎ、たまご、にゅう こむぎ、たまご、にゅう、だいず、ぶたにく、とりにく

ほたてふうみフライ マーガリン ブロッコリー

だっしふんにゅう

なまクリーム

28
麦ごはん 具だくさん味噌汁 ･若鶏唐揚げ（2個）

ぎゅうにゅう･みそ

(金) だいず、（こむぎ、えび、かに、イカ、ぎゅうにく、ごま、

ぶたにく、とりにく、さけ、さば、ゼラチン）

こむぎ、だいず、とりにく

（たまご、にゅう、えび） わかどりからあげ なのはなふりかけ えのきたけ

こむぎ、だいず

こむぎ、だいず、さば

こむぎ、たまご、だいず、かに

･菜の花ふりかけ

ポテトニョッキ たまねぎ･にんじん

マーガリン･ゼリー

こむぎ、だいず、ごま、とりにく、さば、（たまご、

にゅう、えび、かに、ぶたにく、さけ、ゼラチン）

ごぼう･だいこん

にんじん･ながねぎ 756

･醤油

むぎごはん･あぶら

とうふ･あぶらあげ こんにゃく

771

もも、りんご、オレンジ

◎1人当たりの平均摂取栄養価 エネルギー 784kcal たんぱく質 29.6g 脂質 23.8g 塩分 3.2g 今月の当日パン

↑

メール登録

↑

配合表

旬のキャベツとアス

パラが入っています。

～27日～

室蘭西･星蘭

翔陽･東明

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。

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

