
令和元年     給　食　献　立　予　定　表 赤磐市立東学校給食センター

牛乳 とりレバー にんにく　　　　　　　にんじん　　       かぼちゃ 米 麦

牛肉 たまねぎ なす サラダ油 さとう 小： 676

えだまめ　　　　　　トマト缶　　　　　　黄ピーマン カレールウ 　 中： 802

キャベツ　　　　　　きゅうり　　　　　　　レモン果汁

牛乳 さば にんにく たまねぎ 米 麦

こんぶ とり肉 りんご キャベツ さとう 小： 652

もずく にんじん とうがん 中： 771

しょうが

牛乳 ちくわ だいこん ねぎ うどん 小麦粉

のり しょうが オクラ でん粉 あげ油 小： 639

ほうれんそう にんじん すりごま さとう 中： 784

もやし オレンジ

牛乳 ぶた肉 かぼちゃ たまねぎ パン サラダ油

チーズ ベーコン キャベツ にんじん じゃがいも もち麦 小： 631

マッシュルーム　　　　セロリ　　　　グリンピース さとう 中： 761

トマト缶　　　トマトピューレ　　マーマレード果汁

牛乳 さけ しょうが えだまめ 米 さとう

とり肉 とうふ にんじん ごぼう ごま そうめん 小： 685

かまぼこ 豆乳 たまねぎ　　　　　　干ししいたけ　　　　　　ねぎ 中： 786

夏みかん果汁　　　　　　　　　　　メロン果汁

牛乳 大豆 にんにく たまねぎ 米 麦

とり肉 ベーコン ピーマン　　　　　赤ピーマン　　　　チンゲンサイ さとう 春雨 小： 647

マッシュルーム　　　　とうもろこし　　　　にんじん でん粉 中： 767

えのきたけ　　　　　　ねぎ　　　　　　パイナップル

牛乳 牛肉 にんじん たまねぎ 米 麦

もやし キャベツ サラダ油 じゃがいも 小： 619

だいこん きゅうり さとう 中： 738

とうもろこし ゆず果汁

牛乳 とり肉 しょうが たまねぎ ソフトめん さとう

ぶた肉 みそ たけのこ 干ししいたけ でん粉 すりごま 小： 641

ひじき ピーマン キャベツ ごま油 中： 766

ほうれんそう　　　　にんじん　　　　　とうもろこし

牛乳 とり肉 にんにく トマト パン 黒ざとう

ヨ―グルト ベーコン たまねぎ にんじん じゃがいも でん粉 小： 647

チンゲンサイ さとう 中： 808

グレープ果汁　 りんご果汁

牛乳 イシモチジャコ しそ　　　　　　　　しょうが 　　　　ゴーヤ 米 麦

ぶた肉 とうふ にんじん たまねぎ 天ぷら油 でん粉 小： 634

かつおぶし もやし たけのこ ごま油 さとう 中： 732

干ししいたけ 小松菜

牛乳 あなご えだまめ きゅうり 米 麦

わかめ とうふ キャベツ たまねぎ さとう じゃがいも 小： 629

みそ 干ししいたけ ねぎ 中： 743

みかん

牛乳 ぶた肉 にんにく にんじん 中華めん 小麦粉

なると巻 キャベツ　　　　　　きくらげ　　　　　　　たまねぎ 米粉 あげ油 小： 612

めんま　　　　　　　にら　　　　　　　　紅しょうが さとう ごま油 中： 760

ぜんまい　　　　とうもろこし　　　　　ほうれんそう

牛乳 ウインナー たまねぎ にんじん パン でん粉

ベーコン 豆乳 ピーマン　　　　　エリンギ　　　　　　　しめじ じゃがいも サラダ油 小： 639

寒天 黄もも缶　　　　　パイナップル缶　　みかん缶 ナタデココ さとう 中： 784

りんご果汁　　　　ぶどう果汁　　　　もも果汁

※給食物資の供給等の理由で予告なく献立が変更になることがありますので、ご了承ください。

赤磐市でとれた「米・にんにく・干ししいたけ・チンゲンサイ・ピーマン・ねぎ・たまねぎ・キャベツ・トマト・きゅうり」を使う予定です。

赤磐市の学校給食センターでは、赤磐市産の食材を3品目以上使用した日について【あかいわの日】としています。

きのこ類

8

黒糖パン　牛乳
タンドリーチキン
トマトとじゃがいものスープ　一口ゼリー

(木) 淡色野菜

17

18

(月)
　　　　　　　　【あかいわの日】
夏野菜カレー　牛乳
レモンサラダ

(火)

10 (水)

5

4

　　　　　　　　【あかいわの日】
ゆかりごはん　牛乳
いしもちじゃこのからあげ
ゴーヤチャンプルー

(金)

　　　　　　　　【あかいわの日】
ごはん　牛乳
牛肉と野菜のたれ炒め
大根サラダ

　　　　　　　　【あかいわの日】
ガパオ風ライス　牛乳
春雨スープ
冷凍パイン

12

11

16

9

ソフトめんの肉みそあんかけ　牛乳
ひじきのごま酢あえ
ゆでとうもろこし

(月)

　　　　　　　　　【あかいわの日】
あなごごはん　牛乳
きゅうりの酢の物
赤だし　冷凍みかん

(火)

3

ごはん　牛乳
さばのピリ辛焼き
即席漬け   冬瓜ともずくのしょうが汁

1

(水)
ひやむぎ　牛乳
ちくわの磯辺あげ
ごまあえ　オレンジ

家庭でとりたい
食品おもに体をつくる おもに体の調子を整える おもにエネルギーのもとになる

【黄】の食品 エネルギー
(kcal)日　付 献　　　　立　　　　名

【赤】の食品 【緑】の食品

(木)

コッペパン　牛乳
かぼちゃのチーズ焼き
もち麦入りミネストローネ
マーマレードジャム

2

(金)

　　　　　　　　　【七夕献立】
さけ寿司　牛乳
きんぴらつつみ焼き
そうめんばち汁　七夕ゼリー

乳・乳製品

野菜ラーメン　牛乳
あげぎょうざ
ほうれん草とコーンのナムル

(木)
セルフサンド（チリドッグ）　牛乳
じゃがいものソテー
フルーツポンチ

(火)

(水)

きのこ類

乳・乳製品

果物

大豆・
大豆製品

いも類

海藻類

海藻類

果物

緑黄色野菜

大豆・
大豆製品


