
平成29年 小学校用献立

★ 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。
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こむぎ、だいず　　　　　　　　　　※魚卵が入る可能性があります。
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･いわしのうめに

･ししゃもいそべフリッター
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･さんまのしょうがに

こむぎ、だいず、ぶたにく
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5月　小学校給食予定献立
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ごはん

みそけんちんじる

･わかどりとやさいの
やきつくね

･かしわもち
ぎゅうにゅう･みそ ごはん ごぼう･ながねぎ 608

とりにく･とうふ こんにゃく だいこん 634

(月) 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、とりにく だいず やきつくね かしわもち にんじん 681

2とうみつパン はるさめとたまごのスープ ぎゅうにゅう とうみつパン･あぶら ながねぎ 647

たまご･ハム はるさめ･でんぷん にんじん 702
(火)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 767

8コッペパン マカロニのハヤシふうに ･わかどりのピカタ ･いちごジャム ぎゅうにゅう コッぺパン･ペンネ ブロッコリー･トマト 594

ぶたにく マーガリン･さとう たまねぎ･にんにく 657
(月)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

こむぎ、たまご、にゅう、だいず、ぶたにく、

とりにく、ゼラチン
りんご

わかどりのピカタ いちごジャム･あぶら にんじん･えだまめ 716

9ごはん ぶたじる ぎゅうにゅう･とうふ ごはん･あぶら にんじん･ながねぎ 625

ぶたにく･あぶらあげ じゃがいも たまねぎ･ごぼう 664
(火) 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） いわしのうめに･みそ こんにゃく だいこん･しょうが 715

10カスタードパイ やさいとにくだんごのスープ ･えびフライ ･チーズ ぎゅうにゅう･チーズ カスタードパイ にんじん･ながねぎ 561

にくだんご あぶら もやし 573
(水)

こむぎ、たまご、にゅう
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、たまご、にゅう、えび にゅう

えびフライ でんぷん しめじ 585

11ごはん ジンギスカン ･フキのにもの ぎゅうにゅう ごはん たまねぎ･にんじん 554

ラムにく さとう もやし･ピーマン･ふき 592
(木)

こむぎ、だいず
さつまあげ あぶら しょうが･にんにく 646

12ごはん ごぼうのごもくいため ･あじフライ ･しょうゆ ぎゅうにゅう･ひじき ごはん･ごま ごぼう･ピーマン 600

さつまあげ･ぶたにく しらたき･ごまあぶら にんじん 631
(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、ぶたにく こむぎ、だいず

あじフライ さとう･あぶら だいこん 677

15ごはん だいこんととりにくのにもの ぎゅうにゅう ごはん･あぶら だいこん 555

とりにく こんにゃく にんじん 588
(月) 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） ししゃもいそべフリッター さんおんとう ごぼう 636

16ココアパン ＡＢＣスープ ･ビックにくだんごケチャップあじ（2こ） ぎゅうにゅう ココアパン たまねぎ･コーン 495

ベーコン マカロニ にんじん･パセリ 549
(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
にくだんご じゃがいも しめじ 600

17ごはん 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 622

とうふ でんぷん ながねぎ･はるまき 658
(水)

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 711

18ラーメン
　　　はちおうじラーメン

ぎゅうにゅう ラーメン たまねぎ 580

ぶたにく あぶら もやし 631
(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

ナルト タコがたたこやき はくさい 683

19ごはん チキンカレー ･おうとうかん ぎゅうにゅう ごはん たまねぎ･にんにく 642

なまクリーム マーガリン にんじん･トマト 701
(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） とりにく じゃがいも おうとうかん 760

22コッペパン しろはなまめのシチュー ･チキンナゲット（2こ） ･チョコクリーム
ぎゅうにゅう･しろはなまめ コッペパン･あぶら にんじん･コーン 614

なまクリーム マーガリン･じゃがいも たまねぎ 671
(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、たまご、にゅう、だいず、とりにく、

（えび）
こむぎ、にゅう

チキンナゲット･ぶたにく チョコクリーム えだまめ 734

23ごはん なめこじる ぎゅうにゅう･みそ ごはん ながねぎ･ピーマン 538

とうふ･わかめ さとう なめこ･もやし 588
(火) 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） ぶたにく･あぶらあげ あぶら たまねぎ･しょうが 639

24こくとうパン わかめスープ ･わかどりのごまてりやき ぎゅうにゅう･わかめ こくとうパン にんじん 519

うずらのたまご･とうふ ごま ながねぎ 576
(水)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） わかどりのごまてりやき さとう･あぶら たまねぎ 635

(木) 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） さんまのしょうがにこむぎ、だいず

25ごはん すきやきに ぎゅうにゅう 578

ぶたにく･やきどうふ しらたき もやし 612

ごはん たまねぎ･しいたけ

さとう ながねぎ 663

26ごはん しらたまじる ぎゅうにゅう･ナルト ごはん ながねぎ 595

とりにく･あぶらあげ にこみもち ごぼう 626
(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） とりてんぷらうめしそ
こむぎ、たまご、にゅう、だいず、とりにく

あぶら にんじん 675

29ごはん キャベツとぶたにくのみそいため ･おろしハンバーグ ぎゅうにゅう･あかみそ ごはん キャベツ･ピーマン 660

ぶたにく･あつあげ さとう たまねぎ･しょうが 689
(月)

こむぎ、だいず、ぶたにく
ハンバーグ･みそ あぶら にんじん･にんにく 731

30コッペパン とりにくのトマトに ･メンチカツ ･りんごジャム ぎゅうにゅう コッペパン･あぶら しめじ･たまねぎ 608

(火)
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、にゅう、だいず、ごま、ぶたにく、

とりにく（たまご、えび、かに）
りんご

メンチカツ

ごはん･さとう にんじん･しいたけ 533

とりにく マーガリン･さとう えだまめ･にんじん 665

721

こむぎ、にゅう、だいず

624

こむぎ、だいず、ぶたにく、とりにく

こむぎ、だいず、ごま、ぶたにく

ワンタン あぶら･ごま
ながねぎ･ピーマン

もやし･にんにく

ぶたにく ごまあぶら はくさい･たまねぎ

578

りんごジャム トマト･ブロッコリー

31ごはん ワンタンスープ

(水)
こむぎ、だいず、ごま、ぶたにく、とりにく

ぎゅうにゅう

◎1人当たりの平均摂取栄養価 エネルギー 629kcal たんぱく質 26.5g 脂質 21.3g 塩分 2.6g 今月の当日パン

↑

メール登録

↑
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～22日～
蘭北･八丁平･陣屋
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全国ご当地ラーメン第２弾
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http://www.city.muroran.lg.jp/main/org9600.html
http://www.city.muroran.lg.jp/im/org2260/mail_k.html

