
令和元年     給　食　献　立　予　定　表 赤磐市立東学校給食センター

焼ぶた 牛乳 たけのこ 干ししいたけ 米 麦
とうふ わかめ にんじん とうもろこし さとう じゃがいも 小： 651

いわし グリンピース たまねぎ ごま油 中： 775

えのきたけ
牛乳 さば にんじん こんにゃく 米 麦
とり肉 ちくわ れんこん ごぼう さといも さとう 小： 655

干ししいたけ さやいんげん 中： 783

ぶた肉 大豆 しょうが　　　にんにく キャベツ ソフトめん でん粉
とりレバー 牛乳 たまねぎ　　にんじん とうもろこし さとう オリーブ油 小： 627

ハム 中： 748

トマト　　グリンピース ブロッコリー
牛乳 ウィンナー レーズン　　にんじん なし パン じゃがいも
ﾐｯｸｽﾋﾞｰﾝｽﾞ だいこん　　たまねぎ キャベツ 小： 609

マッシュルーム はくさい 中： 748

さやいんげん こまつな
牛乳 さけ にんじん こんにゃく 米　　ノンエッグマヨﾈｰｽﾞ
ぶた肉 油あげ だいこん ごぼう さつまいも 麦 小： 682

みそ ねぎ 中： 800

ぶた肉 あつあげ 米 麦
みそ 牛乳 たまねぎ　にんじん　とうもろこし さとう ごま油 小： 631

ひじき だいこん　たけのこ　　こまつな でん粉 中： 751

ちんげんさい 干ししいたけ
牛乳 ままかり たまねぎ 赤ピーマン 米 麦
とうふ みそ 黄ピーマン にんじん あげ油 さとう 小： 640

のり佃煮 だいこん ごぼう さといも 中： 759

えのきたけ ねぎ
とり肉 油あげ にんじん たまねぎ うどん りんごタルト
かまぼこ わかめ 干ししいたけ ねぎ 小： 647

牛乳 塩こんぶ キャベツ ほうれんそう 中： 749

もやし とうもろこし
牛乳 とり肉 にんにく たまねぎ パン　　ピオーネジャム
ベーコン にんじん えのきたけ ﾏｰﾏﾚｰﾄﾞ じゃがいも 小： 620

キャベツ パセリ 中： 749

牛肉 とりレバー たまねぎ キャベツ 米 麦
牛乳 ツナ にんじん マッシュルーム じゃがいも さとう 小： 638

海藻ミックス グリーンピース レモン果汁 中： 760

にんにく　　　りんご 福神づけ
牛乳 とり肉 にんじん だいこん 米 麦
がんもどき ちくわ こんにゃく とうもろこし じゃがいも さとう 小： 637

うずら卵 かまぼこ こまつな キャベツ 中： 757

こんぶ
とり肉 油あげ しめじ にんじん 米 麦
牛乳 さわら ごぼう だいこん さとう さといも 小： 633

みそ ぶた肉 こんにゃく 干ししいたけ ごま油 中： 750

とうふ ねぎ
ぶた肉 なると にんにく にんじん 中華めん あげ油
牛乳 シューマイ はくさい きくらげ 小： 645

ササミ わかめ もやし とうもろこし 中： 753

ねぎ　　　だいこん チンゲンサイ
牛乳 とり肉 キャベツ とうもろこし パン オリーブ油
ウィンナー にんじん たまねぎ じゃがいも 小： 613

しめじ ブロッコリー 中： 749

牛肉 牛乳 たまねぎ　　もやし 　こんにゃく 米 麦
ごぼう　　　　　きくらげ 　干ししいたけ さとう 小： 643

甘酢しょうが 　ねぎ 中： 760

はくさい　　　にんじん 　レモン果汁
牛乳 さんま こまつな キャベツ 米 麦
糸かまぼこ わかめ 赤ピーマン たまねぎ さとう 白玉もち 小： 653

糸かつお みそ にんじん えのきたけ じゃがいも 中： 751

ねぎ ゆず果汁
牛乳 ぶた肉 にんにく にんじん 米 麦
とうふ あつあげ だいこん はくさい さとう ごま油 小： 622

つくね みそ こんにゃく チンゲンサイ 中： 742

茎わかめ キムチ　　　　　にら　　　　　もやし
油あげ とり肉 たまねぎ ごぼう うどん さとう
わかめ 牛乳 干ししいたけ ねぎ ごま　　スイートポテト 小： 695

だいこん にんじん 中： 794

みずな
牛肉 ぶた肉 しょうが にんにく パン さとう
大豆 牛乳 たまねぎ マッシュルーム パン粉 じゃがいも 小： 670

ベーコン とうもろこし にんじん 中： 824

はくさい　　　しめじ　　　こまつな
牛乳 牛肉 たまねぎ にんじん 米 麦
とうふ わかめ こんにゃく ごぼう さとう 小： 627

ちりめん はくさい 白ねぎ 中： 748

キャベツ もやし

※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・干ししいたけ・こまつな・たまねぎ・ねぎ・白ねぎ・だいこん・キャベツ・じゃがいも・にんじん」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。

いも類

しょうが　　　にんにく　　キャベツ

マッシュルーム　しめじ　レモン果汁

果物

大豆・大豆製品

小魚類

海藻類

きのこ類

果物

小魚類

【あかいわの日】
きのこごはん　牛乳　さわらの西京焼き
けんちん汁

(月)

(金)
ごはん　牛乳　さけのもみじ焼き　豚汁

(火)

【あかいわの日】
ごはん　牛乳　おでん　小松菜の和え物

(木)

【あかいわの日】
ごはん　牛乳
マーボー大根　　ひじきあえ

(金)

【あかいわの日】
ごはん　牛乳　ままかりの南蛮漬け
根菜の味噌汁　のり佃煮

(水)

(水)
しょうゆラーメン　牛乳　揚げしゅうまい
バンバンジー

5

(火)

ごはん　牛乳　さばの塩焼き　筑前煮

(木)
レーズンパン　牛乳　ポトフ
ビーンズサラダ　くだもの(新高梨)

【あかいわの日】【かみかみ献立】
焼豚チャーハン　牛乳　わかめスープ
小魚

エネルギー
(kcal)

日　付 献　　　　立　　　　名
【赤】の食品 【緑】の食品

1

(水)
ソフトめんのミートソース　牛乳
ブロッコリーサラダ

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

18

12

【あかいわの日】
木の葉うどん　牛乳　こんぶあえ
りんごﾞタルト

(月)11

【あかいわの日】
コッペパン　ピオーネジャム　牛乳
鶏肉の粒マスタード焼き
野菜スープ

【あかいわの日】
地場産カレーライス　福神漬け
海藻サラダ　牛乳

15

14

(金)

(火)

13

8

7

6

コッペパン　牛乳　鶏肉の香草焼き
そえやさい　ｺﾝｿﾒスープ

20

19

22 (金)
【あかいわの日】
牛丼　牛乳　白菜のレモン和え
くだもの(みかん)

21 (木)

25 (月)
【あかいわの日】
ごはん　牛乳　秋刀魚のゆず味噌煮
おかかあえ　すまし汁

26 (火)
ごはん　牛乳　キムチ鍋　ナムル

27 (水)
【あかいわの日】【かみかみ献立】
きつねうどん　牛乳　はりはりづけ
スイートポテト

29

28 (木)
スラッピージョー　牛乳　白菜スープ

(金)
【あかいわの日】
ごはん　牛乳　すきやき
キャベツの甘酢あえ

きのこ類

緑黄色野菜

海藻類

海藻類

小魚類

緑黄色野菜

乳製品

大豆・大豆製品

小魚類

緑黄色野菜

海藻類

いも類

地

場

産

週

間


