
令和元年     給　食　献　立　予　定　表 赤磐市立東学校給食センター

ぶた肉 牛乳 にんじん　　しそ たまねぎ 米 麦
ヨーグルト こんにゃく ごぼう さとう 小： 678

干ししいたけ 紅しょうが 中： 792
ねぎ　　きゅうり　　小松菜　　キャベツ

牛肉 油あげ にんにく しょうが うどん ドレッシング
かつおぶし 牛乳 たまねぎ ねぎ カレールウ 小： 608
かまぼこ ほうれんそう もやし 中： 725

とうもろこし
あじ 牛乳 キャベツ たまねぎ あげ油 ビーフン
ベーコン にんじん えのきたけ パン パン粉 小： 632

ケール 小麦粉 中： 736

牛乳 ぶた肉 しょうが たまねぎ 米 麦
あつあげ みそ たけのこ しめじ さとう ごま油 小： 695

ねぎ チンゲンサイ でん粉 中： 819
にんじん もやし

牛乳 とり肉 たまねぎ にんじん 米 麦
油あげ こんにゃく さやいんげん じゃがいも さとう 小： 638
いか えだまめ もやし ごま油 中： 761

牛乳 ししゃも ごぼう にんじん 米 麦
とり肉 がんもどき こんにゃく さやいんげん さといも さとう 小： 623
かつおぶし しめじ キャベツ 中： 769

たくあん ゆず果汁
ぶた肉 とり肉 しょうが たまねぎ ソフトめん さとう
みそ 牛乳 たけのこ 干ししいたけ でん粉 小： 622

ピーマン チンゲンサイ 中： 731
もやし　　りんご にんじん

牛乳 さけ たまねぎ にんじん パン じゃがいも
とうにゅう たら マッシュルーム とうもろこし サラダ油 米粉シチュー小： 663
みそ れんこん キャベツ ごま 中： 809

ブロッコリー ブルーベリー果汁 ノンエッグマヨネーズ
牛乳 とり肉 しょうが にんにく 米 もち米
あつあげ ぶた肉 はくさい にんじん さつまいも さとう 小： 644

小松菜 でん粉 あげ油 中： 760
米粉

とり肉 たまご しょうが ほうれんそう 米 麦
牛乳 とうふ だいこん にんじん さとう 小： 692
みそ もずく たまねぎ しめじ 中： 816

ピオーネ果汁 ねぎ
ぶた肉 牛乳 たまねぎ 　にら もやし　にんじん 中華めん サラダ油
わかめ かまぼこ はくさい　にんにく キムチ あげ油 小麦粉 小： 643

めんま　しいたけ ねぎ　れんこん パン粉 ドレッシング 中： 787
きくらげ　しょうが キャベツ

牛乳 牛肉 にんにく　小松菜 にんじん パン サラダ油
ぶた肉 ベーコン たまねぎ エリンギ じゃがいも もち麦 小： 666
チーズ トマトピューレ セロリ ハヤシルウ 中： 807

だいこん えのきたけ
ウインナー えび ピーマン　にんじん たまねぎ 米 麦
牛乳 ベーコン マッシュルーム とうもろこし サラダ油 じゃがいも 小： 596

ブロッコリー カリフラワー でん粉 さとう 中： 710
トマト缶　　チンゲンサイ　　キャベツ ハヤシルウ ドレッシング

ぶた肉 しょうが にんにく 米 麦
みそ 牛乳 にんじん キャベツ ごま油 さとう 小： 644
わかめ たけのこ　みかん ピーマン でん粉 ごま 中： 758

もやし　とうもろこし ほうれんそう
ぶた肉 油あげ にんじん はくさい うどん さといも
牛乳 ハム ごぼう 干ししいたけ 小麦粉 あげ油 小： 689
ちくわ のり ねぎ だいこん さとう サラダ油 中： 836

とうもろこし ゆず果汁 でん粉
牛乳 ぶた肉 にんにく　キャベツ たまねぎ パン 黒砂糖
大豆 ベーコン にんじん マッシュルーム じゃがいも さとう 小： 627

えだまめ　ズッキーニ トマトピューレ オリーブ油 中： 771
カラフルピーマン チンゲンサイ

高野豆腐 えび かんぴょう にんじん 米 さとう
たまご 牛乳 干ししいたけ れんこん 小： 622
さわら わかめ えだまめ たまねぎ 中： 728
ゆば 小松菜
牛肉 とりレバー にんにく　きゅうり にんじん 米 麦
牛乳 たまねぎ グリンピース じゃがいも サラダ油 小： 677

福神づけ とうもろこし さとう カレールウ 中： 804
キャベツ　 赤ピーマン

牛乳 いわし だいこん にんじん 米 麦
とり肉 こんぶ ごぼう 干ししいたけ だまごもち 小： 668
油あげ 小松菜 キャベツ 中： 765

チンゲンサイ しょうが
ぶた肉 いか にんにく きくらげ 中華めん　ごま油　あげ油
なると 牛乳 めんま にんじん でん粉　　さとう 　さつまいも 小： 730
にぼし 黒豆 もやし キャベツ お米でかぼちゃマフィン 中： 897

ねぎ （乳・卵なし）
牛乳 さけ はくさい にんじん パン

たまねぎ チンゲンサイ じゃがいも 小： 589

えのきたけ なし タルタルソース 中： 718

※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・もち麦・大豆・黒豆・干ししいたけ・チンゲンサイ・たまねぎ・ねぎ・きゅうり・だいこん・キャベツ」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。
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【ラグビー応援献立】
コッペパン　牛乳　シェパーズパイ
スコッチブロス　チーズ

(水)

(月)
ごはん　牛乳
鶏じゃが　かみかみあえ

(木)

(火)

ソフトめんの肉みそあんかけ　牛乳
からしあえ　りんご

(木)

(金)
ジャンバラヤ　牛乳　花野菜のサラダ
トマトとじゃがいものスープ

キムチラーメン　牛乳　海藻サラダ
あげぎょうざ

2

(水)

(金)

カレーうどん　牛乳
ほうれん草ともやしのマリネ

(金)
ごはん　牛乳　マーボー厚揚げ
チンゲンサイの中華あえ

エネルギー
(kcal)日　付 献　　　　立　　　　名

【赤】の食品 【緑】の食品

1

(木)
アジカツバーガー　牛乳
ビーフン入り野菜スープ

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

16

9

コッペパン　牛乳
鮭ボールのクリームシチュー
れんこんのごまサラダ
ブルーベリージャム

(火)8

さつまいもごはん　牛乳
鶏肉のから揚げ（宇佐風）
白菜の煮びたし

【あかいわの日】
三色どんぶり　牛乳　もずくのみそ汁
ニューピオーネゼリー

ごはん　牛乳　焼きししゃも
秋野菜の含め煮　こうこあえ

15

11

(火)

【あかいわの日】
豚丼　牛乳　ゆかりあえ
ヨーグルト

(水)

10

7

4

3

ホイコウロウ丼　牛乳
わかめともやしのナムル　みかん

18

17

23 (水)
しっぽくうどん　牛乳　ちくわの磯辺あげ
大根サラダ

21 (月)

24 (木)
黒糖パン　牛乳　ポークビーンズ
野菜ソテー

25 (金)
岡山ばら寿司　牛乳　さわらの照り焼き
ゆば入りすまし汁

28 (月)
カレーライス　牛乳　フレンチサラダ
福神漬け

31

30

29 (火)
ごはん　牛乳　イワシ生姜煮
だんご汁　こんぶあえ

(水)
ちゃんぽんめん　牛乳　三色揚げ
お米でかぼちゃマフィン

(木)
【あかいわの日】
コッペパン　牛乳　魚のタルタルソース焼き
野菜スープ　くだもの(なし)


