
平成29年 中学校用献立

★ 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)

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。

･フキの煮物

･若鶏のごま照り焼き

･黄桃缶

･春巻き

こむぎ、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

こむぎ、だいず、とりにく

こむぎ、たまご、にゅう、だいず、とりにく、（えび）

こむぎ、たまご、にゅう、えび

こむぎ、だいず

･黒はんぺんフライ

･チキンナゲット（2個）

･若鶏と野菜の焼きつくね

･いわしの梅煮

･若鶏のピカタ

こむぎ、たまご、にゅう、だいず、ごま、ぶたにく、とりにく

5月　中学校給食予定献立
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

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

1黒糖パン ＡＢＣスープ ぎゅうにゅう こくとうパン･あぶら たまねぎ･パセリ･チーズハムサンド
ベーコン じゃがいも にんじん 804

(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 チーズハムサンド マカロニ しめじ･コーン

2
ごはん

味噌けんちん汁
･さんまの生姜煮 ･かしわもち

ぎゅうにゅう･みそ ごはん ごぼう･ながねぎ

とりにく･とうふ こんにゃく だいこん 741

(火) だいず、とりにく、（こむぎ、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、だいず だいず さんまのしょうがに かしわもち にんじん

8ごはん すき焼煮 ぎゅうにゅう ごはん･あぶら たまねぎ･しいたけ

ぶたにく･やきどうふ しらたき もやし 783
(月) 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） くろはんぺんフライ さとう ながねぎ

9バターロール わかめスープ
ぎゅうにゅう･わかめ バターロール にんじん

うずらのたまご

チャーシュｰ
ごま ながねぎ 743

(火)
こむぎ、たまご、にゅう

こむぎ、たまご、にゅう、だいず、ごま、ぶたにく、とりにく、

ゼラチン、（えび、かに） チキンナゲット･とうふ あぶら たまねぎ

10ごはん 豚汁 ぎゅうにゅう･みそ ごはん･あぶら にんじん･ながねぎ

ぶたにく･とうふ じゃがいも たまねぎ･ごぼう 739
(水) だいず、ぶたにく、（こむぎ、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） やきつくね こんにゃく だいこん･しょうが

11糖蜜パン マカロニのハヤシ風煮 ･えびフライ ぎゅうにゅう とうみつパン ブロッコリー･トマト

とりにく マーガリン･あぶら たまねぎ･にんにく 731
(木)こむぎ、たまご、にゅう こむぎ、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 えびフライ ペンネ･さとう にんじん･えだまめ

12ごはん 大根のそぼろ煮 ぎゅうにゅう･とりにく ごはん･さんおんとう だいこん･しょうが

あつあげ でんぷん･あぶら にんじん 762
(金) こむぎ、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） いわしのうめに こんにゃく えだまめ

15
コッペパン 白花豆のシチュー

･ビック肉団子ケチャップ味
(2個)

･りんごジャム
ぎゅうにゅう･とりにく コッペパン･マーガリン にんじん･コーン

なまクリーム じゃがいも たまねぎ 789

(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 こむぎ、だいず、ごま、ぶたにく、とりにく、りんご りんご

にくだんご･しろはなまめ りんごジャム えだまめ

16ごはん マーボー豆腐 ･餃子(2個) ぎゅうにゅう ごはん･あぶら にら･しょうが

とうふ でんぷん ながねぎ･ぎょうざ 820
(火)

こむぎ、だいず、ごま、ぶたにく、とりにく
ぶたにく さとう しいたけ

17黒糖パン ワンタンスープ ぎゅうにゅう･ぶたにく こくとうパン･ごま キャベツ

うずらのたまご･ワンタン でんぷん たまねぎ 738
(水)こむぎ、たまご、にゅう こむぎ、たまご、だいず、かに、ごま、ぶたにく、とりにく わかどりのピカタこむぎ、たまご、にゅう、だいず、ぶたにく、とりにく、ゼラチン ごまあぶら パセリ

18ごはん キャベツと鶏肉の味噌炒め
ぎゅうにゅう･みそ ごはん キャベツ･ピーマン

とりにく･あかみそ さとう
たまねぎ･しょうが

ふき
728

(木)
こむぎ、だいず、とりにく

あつあげ･さつまあげ
こむぎ、たまご、だいず

あぶら にんじん･にんにく

19
ごはん ごぼうの五目炒め ･鶏てんぷら梅しそ ･のりたまふりかけ

ぎゅうにゅう･ひじき ごはん･あぶら･ごま ごぼう･ピーマン

さつまあげ･ぶたにく しらたき･ごまあぶら にんじん 749

(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、たまご、にゅう、だいず、とりにく

こむぎ、たまご、にゅう、だいず、

ごま、とりにく、さば とりてんぷらうめしそ さとう･のりたま だいこん

22ごはん なめこ汁 ･豚肉の生姜焼き ･ヨーグルト ぎゅうにゅう･わかめ ごはん ながねぎ･ピーマン

とうふ･あぶらあげ･みそ さとう なめこ･もやし 745
(月) 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、ぶたにく にゅう ヨーグルト･ぶたにく あぶら しょうが･たまねぎ

23コッペパン 野菜いももちスープ ･メンチカツ ･チョコクリーム ぎゅうにゅう コッペパン･あぶら にんじん･たまねぎ

ベーコン いももち しめじ･パセリ 760
(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

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）
こむぎ、にゅう

メンチカツ チョコクリーム もやし

24ごはん ジンギスカン ･あじフライ ･醤油 ぎゅうにゅう ごはん たまねぎ･にんじん

ラムにく あぶら もやし･しょうが 788
(水) こむぎ、だいず こむぎ、だいず、ぶたにく こむぎ、だいず

あじフライ さとう ピーマン･にんにく

25ラーメン
　　　　八王子ラーメン

ぎゅうにゅう ラーメン たまねぎ･もやし

ナルト あぶら はるまき 784
(木)こむぎ

（たまご、だいず、そば）
こむぎ、だいず、ぶたにく、とりにく、さば、ゼラチン

ぶたにく
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）

はるさめ はくさい

26ごはん ポークカレー ぎゅうにゅう ごはん たまねぎ･にんにく

なまクリーム じゃがいも にんじん 828
(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） ぶたにくもも マーガリン おうとうかん

29糖蜜パン 春雨とたまごのスープ ･野菜コロッケ ぎゅうにゅう とうみつパン･あぶら ながねぎ･コーン

たまご･ハム にんじん 731
(月)

こむぎ、たまご、にゅう こむぎ、たまご、だいず、かに、ぶたにく、とりにく
とうふ やさいコロッケ もやし･グリンピース

30ごはん さつま汁 ぎゅうにゅう･みそ

こむぎ、にゅう、だいず

ごはん

はるさめ･でんぷん

･いちごジャム ぎゅうにゅう

こんにゃく

にんじん･ながねぎ

とうふ･ぶたにく さつまいも だいこん 738
(火)

(水)
こむぎ、たまご、にゅう

こむぎ、にゅう、だいず、ぶたにく、とりにく、（たまご、かに、

ぎゅうにく、りんご、もも、キウイフルーツ、オレンジ、バナナ、

ゼラチン）

こむぎ、たまご、だいず、イカ、ゼラチン りんご

31コッペパン 鶏肉のトマト煮

だいず、ぶたにく、（こむぎ、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） わかどりのごまてりやき
こむぎ、にゅう、だいず、ごま、ぶたにく、とりにく

イカリングフライ いちごジャム トマト･ブロッコリー

コッペパン･あぶら しめじ･たまねぎ

ごぼう

･イカリングフライ（2個）
とりにく マーガリン･さとう えだまめ･にんじん 761

◎1人当たりの平均摂取栄養価 エネルギー 763kcal たんぱく質 31.0g 脂質 23.5g 塩分 3.2g 今月の当日パン

↑

メール登録
↑

配合表

31日～桜蘭・港北
本室蘭

全国ご当地ラーメン第２弾

子どもの日メニュー

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

