
１日（月） ２日（火） ３日（水） ４日（木） ５日（金）
881kcal

ラーメン

塩ラーメン
豚肉・玉ねぎ・ホールコーン・キャベツ・
人参・なると・塩ラーメンたれ・チキンが
らスープ・豚がらスープ・スープストッ
ク・シャンタン

春巻き
玉ねぎ・キャベツ・もやし・人参・たけの
こ・植物油脂・でん粉・小麦粉・ショート
ニング・粒状植物たん白・しょうゆ・はる
さめ・砂糖・鶏肉・酵母エキス・小麦粉・
水あめ・大豆油・なたね油

こどもの日デザート
水あめ・砂糖・メロンピューレ・メロン果
汁・寒天・加工でん粉

８日（月） ９日（火） １０日（水） １１日（木） １２日（金）
779kcal 673kcal 827kcal 829kcal 816kcal

ごはん うどん ごはん ミルクパン ごはん

みそ汁 山菜うどん みそ汁 クリームシチュー わかめスープ
白菜・油揚げ・みそ・ほんだし・かつおエ
キス

鶏肉・人参・長ねぎ・油揚げ・しめじ・わ
らび・たけのこ・椎茸・昆布・かつおだ
し・しょう油・めんつゆ

わかめ・大根・油揚げ・みそ・ほんだし・
かつおエキス

鶏肉・人参・玉ねぎ・じゃが芋・しめじ・
枝豆・パセリ・ベシャメルソース・シ
チューミックスの素・豆乳・スープストッ
ク・バター

わかめ・豆腐・人参・長ねぎ・もやし・ご
ま・ミックスがらスープ・スープストッ
ク・コンソメ・こしょう

さばのカレー煮 さつまいもの天ぷら たこ焼き　（３個） ハムステーキ 焼きぎょうざ・Pぎょうざのたれ
さば・しょう油・砂糖・みりん・昆布エキ
ス・でん粉・カレー粉・オニオンエキス

さつま芋・小麦粉・植物油・でん粉・ベー
キングパウダー

小麦粉・キャベツ・ねぎ・たこ・鶏卵・揚
げ玉・しょうが塩漬け・植物油脂・でん
粉・ショートニング・かつお節粉末・かつ
お節エキス・砂糖・サラダ油

豚肉・しょう油・ラード・粉あめ・砂糖・
加工でん粉

キャベツ・小麦粉・鶏肉・豚肉・ラード・
にら・玉ねぎ・大豆たんぱく・植物油・ご
ま油・酒・オイスターソース・でん粉・も
ち米粉・しょう油・大豆粉・砂糖・卵白
粉・酵母エキス・加工でん粉
（ぎょうざのたれ）
植物油・ごま油・しょう油・酢

くらげの中華和え あじさいゼリー ビビンバ丼の具 スパゲティサラダ チンジャオロース
ハム・きゅうり・人参・塩くらげ・から
し・ごま・ごま油・砂糖・しょう油・酢

ぶどう果汁・砂糖・水あめ・ゲル化剤 🎶ごはんに具をかけて食べましょう。
豚肉・長ねぎ・にんにく・生姜・わらび・
大豆もやし・人参・せり・ぜんまい・ごま
油・魚醤・酵母エキス・発酵もろみ・しょ
う油・チキンブイヨン・醸造酢・でん粉・
砂糖・酒・八丁味噌・コチュジャン・豆板
醤・ごま

スパゲティ・マヨネーズ・人参・水あめ・
砂糖・醸造酢・植物油脂・加工でん粉・
きゅうり・ホールコーン

豚肉・生姜・酒・しょう油・みりん・ピー
マン・赤ピーマン・人参・たけのこ・椎
茸・オイスターソース・ごま油・でん粉

１５日（月） １６日（火） １７日（水）【数の子給食】 １８日（木） １９日（金）
785kcal 815kcal 842kcal 756kcal 932kcal

ごはん ラーメン ごはん バターパン ごはん

たぬき汁 豆乳入り醤油とんこつラーメン みそ汁 マカロニスープ チキンカレー
こんにゃく・油あげ・人参・ごぼう・大
根・長ねぎ・植物油・味噌・ほんだし・か
つおエキス

豚肉・キャベツ・玉ねぎ・長ねぎ・もや
し・人参・メンマ・白なると・しょうゆ
ラーメンたれ・白湯スープ・豚がらスー
プ・スープストック・ごま・ごま油・豆乳

しめじ・豆腐・長ねぎ・みそ・ほんだし・
かつおエキス

マカロニ・ロースハム・人参・玉ねぎ・し
めじ・キャベツ・パセリ・スープストッ
ク・コンソメ

鶏肉・人参・玉ねぎ・じゃが芋・キングカ
レー・バーモントカレー・バター・生ク
リーム・トマト缶・チーズ・ベイリーブ
ス・にんにく

いわしのみぞれ煮 野菜もっチーズフライ・Pソース 野菜コロッケ えびカツ・Pソース キャベツメンチカツ・Pソース
いわし・大根・でん粉・しょう油・発酵調
味料・砂糖・醸造酢・昆布だし・魚エキス

じゃがいも・にんじん・ごぼう・長ねぎ・
乾燥おから・パン粉・玉ねぎ・加工でんぷ
ん・鶏肉・チーズ・砂糖・しょう油・かつ
お風味調味料・植物油脂・米粉・なたね油

じゃが芋・人参・スイートコーン・グリン
ピース・玉ねぎ・乾燥マッシュポテト・砂
糖・パン粉・動物油脂・小麦粉・コーンフ
ラワー・植物油脂・コーンシロップ・加工
でん粉・なたね油

玉ねぎ・魚肉すり身・でん粉・むきえび・
こんにゃく加工品・でん粉加工品・香味
油・パン粉・小麦粉・植物油脂・植物性た
ん白・なたね油

キャベツ・鶏肉・玉ねぎ・豚肉・植物性た
んぱく・ラード・砂糖・しょう油・酵母エ
キス・加工でんぷん・植物油

大豆とひじきの炒め煮 パインスライス おろし焼き肉 ウインナーとコーンのソテー ミルクゼリー入りフルーツポンチ
人参・大豆・ひじき・高野豆腐・さつま揚
げ・砂糖・しょう油・ほんだし・酒・みり
ん・サラダ油

豚肉・大根・玉ねぎ・ピーマン・酒・しょ
う油・ほんだし・砂糖

コーン・グリンピース・サラダ油・バ
ター・豚肉・ラード・でん粉・海そう粉
末・酵母エキス・砂糖

牛乳・水あめ・砂糖・脱脂粉乳・練乳・み
かん缶・パイン・黄桃・アロエ

Pいちごミックスジャム

２２日（月） ２３日（火） ２４日（水） ２５日（木） ２６日（金）
800kcal 747kcal 736kcal 804kcal 754kcal

ごはん うどん ごはん 黒糖パン ごはん

鶏ちゃんこ汁 きつねうどん みそ汁 野菜のスープ サンラータンスープ
鶏肉・白滝・油揚げ・にんじん・長ねぎ・
白菜・大根・ごぼう・生姜・味噌・サラダ
油・ほんだし・ごま・酒

鶏肉・椎茸・長ねぎ・ごぼう・人参・かま
ぼこ・しょう油・めんつゆ・ほんだし・昆
布・かつおだし

キャベツ・油揚げ・豆麩・みそ・ほんだ
し・かつおエキス

ベーコン・キャベツ・人参・玉ねぎ・コン
ソメ・スープストック・こしょう

鶏卵・豆腐・たけのこ・ほうれん草・長ね
ぎ・広東ラーメンスープ・でん粉・豚肉・
酢・スープストック中華

にんじんシューマイ　（２個） 味付き油揚げ たらフライ・Pソース ささみチーズフライ 鶏肉のごま照り焼き
玉ねぎ・魚肉すり身・にんじん・豚脂・で
ん粉・砂糖・ごま油・小麦粉

油揚げ・砂糖・ぶどう糖液糖・しょうゆ・
酢・塩

すけそうたら・パン粉・小麦粉・ショート
ニング・砂糖・でん粉・植物たん白・植物
油脂・なたね油

鶏肉・プロセスチーズ・植物油脂・トマト
ケチャップ・チーズ風味調味料・植物性た
ん白・パン粉・でん粉・サラダ油

鶏肉・パン粉・粉末状植物性たん白・植物
油脂・ごま・しょうゆ・砂糖・ぶどう糖・
発酵調味料・チキンエキス・粉末がらスー
プ・魚介エキス・酵母エキス

たけのこごはんの具 きのことポテトのガーリック風味 バンバンジーサラダ スパゲティナポリタン 春雨さっぱりサラダ
🎶ごはんに具をかけて食べましょう。
油揚げ・鶏肉・たけのこ・人参・しめじ・
なると・ひじき・しょう油・みりん・砂
糖・ほんだし・酒・サラダ油

じゃが芋・なたね油・しめじ・玉ねぎ・
しょう油・コンソメ・にんにく・ベーコ
ン・サラダ油

鶏肉・植物油脂・卵白・マスタード・きゅ
うり・くらげ・人参・黄ピーマン・砂糖・
しょうゆ・ごま・醸造酢・卵黄

スパゲティ・オリーブ油・人参・玉ねぎ・
ピーマン・豚肉・ラード・でん粉・海藻粉
末・酵母エキス・デミグラスソース・ケ
チャップ・ウスターソース・サラダ油・に
んにく・ベイリーブス・チーズ

春雨・砂糖・醸造酢・きくらげ・人参・わ
かめ・ごま油・ごま・生姜・きゅうり

２９日（月） ３０日（火） ３１日（水） ～メニューについて～
805kcal 792kcal 736kcal

ごはん ラーメン ごはん *１７日は、「数の子給食」です。

みそ汁 味噌バターコーンラーメン えびボールスープ
じゃがいも・わかめ・長ねぎ・みそ・ほん
だし・かつおエキス

豚肉・白菜・ホールコーン・もやし・人
参・メンマ・みそ・みそラーメンスープ・
チキンがらスープ・豚がらスープ・にんに
く・バター

えび・すけそうたら・でん粉・玉ねぎ・
ラード・発酵調味料・砂糖・人参・長ね
ぎ・椎茸・コンソメ・しょう油・ミックス
ガラスープ

きんぴら肉団子 枝豆 豆腐ハンバーグ・Ｐソース
鶏肉・ごぼう・玉ねぎ・にんじん・植物性
たん白・豚肉・豚脂・ごま・砂糖・植物
油・みりん・しょう油・酵母エキス・にん
にく・しょうが・でんぷん・酒・酢・りん
ごジュース

豆腐・鶏肉・玉ねぎ・パン粉・植物油脂・
大豆油・小麦たん白・砂糖・貝カルシウ
ム・しょうゆ・加工でんぷん

すき焼き風煮 北海道産牛乳プリン ふきの煮物 ～今月の平均栄養量～
豚肉・玉ねぎ・白菜・人参・長ねぎ・エリ
ンギ・白滝・焼き豆腐・砂糖・みりん・
しょう油・ほんだし

牛乳・脱脂粉乳・寒天 ふき・たけのこ・豚肉・しょう油・砂糖・
ごま油・酒・みりん・ほんだし・サラダ油

開校記念日 憲法記念日

令和5年5月予定献立表

みどりの日
こどもの日

（数の子の日）

♥のマークは、新しいメニューです。

🎶のマークは、守ってほしいお願いで
す。

★のマークは、留萌産や留萌管内産の
食材です。

※ゴミは分別表をよく見て、分けてく
ださい。

※ごはんは、留萌産のななつぼしを使
用しています。

留萌産の味付け数の子を提供する予定で
す。
楽しみにしていてください！

留萌市学校給食センター（中学生用）

２０２３年４月発行

中学生 794 ｋｃａｌ 28.7 ｇ 25.6 ｇ 32 ％ 4.8 ｇ

タンパク質 脂肪 脂肪エネルギー比 塩分相当量エネルギー

★味付け数の子


