
令和２年     給　食　献　立　予　定　表 赤磐市立東学校給食センター

ウィンナー 牛乳 キャベツ とうもろこし パン じゃがいも

ベーコン たまねぎ トマト でん粉 さとう 小 640

チンゲンサイ にんじん ミルメーク 中 707

牛肉 牛乳 しょうが　　ねぎ れんこん 米 さとう

とうふ かまぼこ ごぼう 干ししいたけ さといも ごま油 小 648

にんじん えだまめ お月見だんご（小・中） 中 750

だいこん こんにゃく お月見ゼリー（幼）

ぶた肉 牛乳 たまねぎ ピーマン 米 麦

とり肉 マッシュルーム とうもろこし サラダ油 じゃがいも 小 632

にんにく パセリ 中 750

にんじん　　　大根 チンゲンサイ

牛乳 ぶた肉 しょうが　　ねぎ にんにく 米 麦

かまぼこ のり にんじん　ブロッコリー たまねぎ サラダ油 さとう 小 618

海藻ミックス もやし きくらげ ごま油 でん粉 中 736

たくあん キャベツ ドレッシング

ぶた肉 わかめ にんじん　キャベツ たまねぎ 中華めん サラダ油

牛乳 ツナ もやし　　ほうれんそう はくさい さとう 小 610

かつお削り キムチ　　えのきだけ めんま アップルシャーベット 中 717

きくらげ　ゆず果汁 ねぎ　　

牛乳 ほき にんにく たまねぎ パン さとう

とり肉 大豆 にんじん マッシュルーム あげ油 サラダ油 小 699

さやいんげん トマトピューレ じゃがいも 米粉 中 881

米粉パン粉

ぶた肉 牛乳 にんじん　とうもろこし たまねぎ 米 麦

ちりめん こんにゃく ごぼう サラダ油 さとう 小 648

干ししいたけ　　 紅しょうが 紫いもチップス 中 769

白ねぎ　小松菜 キャベツ　ねりうめ

牛乳 牛肉 たまねぎ　　　しょうが にんじん 米 麦

焼きとうふ ポークハム こんにゃく ごぼう さとう ごま油 小 623

はくさい 白ねぎ 中 743

もやし キャベツ

牛乳 さけ ねぎ　 小松菜 米 もち米

とり肉 にんにく だいこん さつまいも さとう 小 626

かまぼこ 油あげ にんじん だまこもち 中 766

みそ 干ししいたけ ノンエッグマヨネーズ

ぶた肉 油あげ にんじん はくさい うどん さといも

牛乳 ちくわ ごぼう 干ししいたけ さとう サラダ油 小 615

ねぎ すだちぜりー 中 747

ぶた肉 牛乳 にんにく たまねぎ パン サラダ油

ベーコン とうふ カラーピーマン にんじん さとう 小 645

チーズ だいこん チンゲンサイ 中 781

えのきたけ

とり肉 高野豆腐 しょうが 干ししいたけ 米 麦

牛乳 油あげ にんじん ねぎ サラダ油 さとう 小 626

みそ ちくわ えだまめ たまねぎ 中 747

もずく ほうれんそう

牛乳 とり肉 にんにく しょうが 米 麦

大豆 さつまあげ はくさい にんじん でん粉 あげ油 小 667

小松菜 さとう 中 799

牛乳 いか にんにく しょうが 米 麦

とり肉 あつあげ にんじん だいこん さとう ごま油 小 656

ウィンナー うずらたまご さやいんげん こんにゃく じゃがいも 中 768

しそ

ぶた肉 テンペ しょうが　とうもろこし にんにく ソフトめん ごま油

みそ 牛乳 にんじん たまねぎ さとう でん粉 小 673

ササミ わかめ キャベツ 干ししいたけ 中 807

チンゲンサイ もやし

とり肉 牛乳 キャベツ　　にんにく れんこん パン サラダ油

ベーコン とうにゅう にんじん　　しょうが たまねぎ さとう 米粉シチュー 小 674

みそ かつお節 マッシュルーム かぼちゃ 豚脂 でん粉 中 825

とうもろこし パセリ

ぶた肉 みそ りんご　　ねぎ にんにく 米 麦

牛乳 とうふ しょうが たまねぎ サラダ油 さとう 小： 699

わかめ にんじん もやし ごま油 中： 822

ほうれんそう 干ししいたけ 安納芋のムース（豆乳入り）

牛乳 さんま しょうが　　たまねぎ だいこん　 米 麦

とり肉 みそ にんじん　　 はくさい ごま油 小： 669

焼きとうふ かつお節 白ねぎ　　　 干ししいたけ 中： 770

のり ゆず果汁

ぶた肉 みそ しょうが 　　たまねぎ にんにく 米 麦

牛乳 ベーコン にんじん　　ねぎ もやし サラダ油 さとう 小： 706

あつあげ ほうれんそう キムチ ごま油 中： 821

ぜんまい　　キャベツ とうもろこし みかんタルト（豆乳入り）

ぶた肉 いか にんにく きくらげ 中華めん ごま油

なると 牛乳 めんま にんじん でん粉 小麦粉 小： 610
魚肉すり身 もやし キャベツ パン粉 中： 740

ねぎ たまねぎ
牛乳 とり肉 にんじん しょうが パン さとう
ウィンナー レモン果汁 りんご 小： 619

セロリ　　　パセリ たまねぎ 中： 752
キャベツ しめじ　　エリンギ

牛肉 とりレバー にんにく にんじん 米   麦 ノンエッグマヨネーズ

牛乳 ポークハム たまねぎ マッシュルーム じゃがいも デミグラスソース 小 737
グリンピース かぼちゃ ハヤシルウ ドレッシング 中 878
えだまめ とうもろこし ハロウイン一口ゼリー（オレンジ）

※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・もち米・大豆・干ししいたけ・きくらげ・ねぎ・きゃべつ・チンゲンサイ」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。

30 (金)
【ハロウィン献立】
ハヤシライス　牛乳　かぼちゃサラダ
ハロウィン一口ゼリー

魚介類

29 (木)
キャロットパン　牛乳
とり肉のバーベキューソース
香草ウインナーとキャベツのスープ

乳・乳製品

28 (水)
ちゃんぽんめん　牛乳
ミニアメリカンドッグ
ケチャップ

海藻

27 (火)
ビビンバチャーハン　牛乳
厚揚げのスープ
みかんタルト

たまご類

26 (月)
ごはん　牛乳
さんまのゆず味噌煮　とりだんご鍋
ふりかけ

果物類

23 (金)

【あかいわの日】
プルコギ丼　牛乳
わかめスープ
安納芋のムース

根菜類

22 (木)
れんこんしゃきしゃきバーガー
牛乳
かぼちゃのポタージュ

種実類

21 (水)
テンペ入りジャージャーめん
牛乳
バンバンジー

たまご類

20 (火)
ゆかりごはん　牛乳
いかの照焼き
おでん

海藻

19 (月)
ごはん　牛乳
とり肉のスタミナ揚げ
白菜とさつまあげの煮びたし

果物類

16 (金)

【あかいわの日】
高野豆腐deそぼろ丼　牛乳
もずくのみそ汁

魚類

15 (木)
ポークチャップサンド　牛乳
チンゲンサイのスープ
チーズ

海藻

14 (水)
しっぽくうどん　牛乳
ちくわの鉄火煮
すだちゼリー

緑黄色野菜

13 (火)

【あかいわの日】
さつまいもごはん　牛乳
さけのねぎマヨ焼き
だまこもち汁

種実類

12 (月)
ごはん　牛乳
すきやき
しょうがあえ

きのこ類

9 (金)

豚丼　牛乳
梅じゃこあえ
紫いもチップス

果物

8 (木)
コッペパン　牛乳
白身魚のカリカリフライ
チキンカチャトーラ

緑黄色野菜

7 (水)
キムチラーメン　牛乳
ツナあえ
アップルシャーベット

大豆・大豆製品

6 (火)

【あかいわの日】
ごはん　牛乳　豚肉のパリパリ炒め
ブロッコリーの青じそサラダ
味付けのり

いも類

5 (月)
メキシカンライス　牛乳
若鶏の是里ワインソース
ベジタブルスープ

魚介類

2 (金)

【お月見献立】
牛肉寿司　牛乳　けんちん汁
お月見だんご（小・中学校）
お月見ゼリー（幼稚園）

果物

1 (木)
ウインナーサンド　牛乳
トマトとじゃがいものスープ
ミルメーク

小魚類

エネルギー
(kcal)

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

日　付 献　　　　立　　　　名
【赤】の食品 【緑】の食品 【黄】の食品


