
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 ちくわ にんじん ごぼう 米 麦
とり肉 わかめ れんこん こんにゃく サラダ油 じゃがいも 小： 651

さやいんげん ごま さとう 中： 791

ノンエッグマヨネーズ
牛乳 牛肉 グリンピース にんじん 米 麦

キャベツ きゅうり サラダ油 じゃがいも 小： 645

にんにく たまねぎ ハヤシルウ 中： 764

マッシュルーム こんにゃく
牛乳 たまご にんじん きゅうり 中華めん さとう
わかめ ハム キャベツ 黄桃 ごま油 じゃがいも 小： 648

のり あげ油 中： 768

牛乳 ぶた肉 にんにく にんじん パン はちみつ
ベーコン たまねぎ しめじ さとう 小： 634

チンゲンサイ いちご果汁 中： 767

牛乳 とり肉 しょうが　　もやし にんにく 米 麦
わかめ のり たまねぎ　　きゅうり にんじん サラダ油 さつまいも 小： 630

キャベツ しめじ さとう ごま油 中： 751

にら　 キムチ
牛乳 さわら ほうれんそう キャベツ 米 麦
大豆 かまぼこ にんじん たまねぎ さとう 小： 638

とうふ わかめ えのきたけ ねぎ 中： 753

ゆず果汁
牛乳 ぶた肉 なす しょうが 米 麦
みそ ひじき にんじん たまねぎ ごま油 でん粉 小： 636

チーズ たけのこ 干ししいたけ さとう 中： 748

とうもろこし キャベツ
牛乳 ベーコン キャベツ　　たまねぎ きゅうり ソフトめん ドレッシング

セロリ　トマトピューレ にんにく プリン（乳・卵不使用） 小： 688

とうもろこし　トマト缶 にんじん ハヤシルウ 中： 801

グリンピース マッシュルーム
牛乳 ぶた肉 キャベツ にんじん パン じゃがいも
ウィンナー たまねぎ カリフラワー カレールウ 小： 637

いんげん トマト 中： 727

みかん
牛乳 ぶた肉 キムチ つぼづけ 米 麦
いわし とり肉 えだまめ にんじん ごま油 あげ油 小： 617

あつあげ たまねぎ にら じゃがいも でん粉 中： 753

もやし
牛乳 牛肉 たけのこ 赤ピーマン 米 麦
ベーコン ピーマン にんじん さとう でん粉 小： 608

たまねぎ えのきたけ 春雨 中： 725

チンゲンサイ
牛乳 油あげ にんじん　　しめじ たまねぎ うどん さとう
かまぼこ うずらたまご干ししいたけ ねぎ 小： 638

とり肉 ほうれんそう キャベツ 中： 751

とうもろこし みかん果汁
牛乳 豚肉 キャベツ チンゲンサイ パン あげ油
ベーコン とり肉 たまねぎ にんじん じゃがいも でん粉 小： 665

パン粉 中： 776

牛乳 さば にんじん ごぼう 米 麦
こんにゃく しいたけ さとう じゃがいも 小： 699

こまつな でん粉 おはぎ 中： 817

牛乳 さんま キャベツ　　ねぎ たくあん 米 麦
かつおぶし ぶた肉 ゆず果汁 こんにゃく さといも 小： 675

ちくわ しいたけ ごぼう 中： 799

にんじん だいこん
牛乳 なると にんにく　　わらび にんじん 中華めん さとう
ぶた肉 キャベツ　　みずな きくらげ ごま油 さつまいも 小： 683

とうもろこし　えのき ねぎ　たけのこ あげ油 中： 814

もやし　うど　なめこ ほうれんそう
牛乳 とり肉 にんにく たまねぎ パン サラダ油
豚肉 りんご パセリ パン粉 でん粉 小： 625

セロリ キャベツ 中： 764

にんじん えのきたけ
牛乳 牛肉 たまねぎ にんじん 米 麦
納豆 こんにゃく えだまめ じゃがいも さとう 小： 672

だいこん いんげん 中： 791

牛乳 たまご にんにく　　キャベツ にんじん 米 麦
とり肉 ベーコン たまねぎ　　きゅうり グリンピース じゃがいも ドレッシング 小： 627

牛乳（調理用） トマトピューレ とうもろこし ノンエッグマヨネーズ 中： 816

マッシュルーム パセリ 米粉シチュールウ

※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・しいたけ・干ししいたけ・チンゲンサイ・ねぎ・きゅうり・ピーマン・じゃがいも・たまねぎ・なす・トマト」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 (月)

セルフオムライス　　牛乳
コーンポタージュ
コールスローサラダ

27 (金)
ごはん　牛乳　肉じゃが
はりはりづけ　納豆

(木)
コッペパン　牛乳　鶏肉のりんごソース焼き
ミートボールスープ

きのこ類

大豆・大豆製品

果物

いも類

25 (水)
塩ラーメン　牛乳　山菜ナムル
大学いも

26

24 (火)

【あかいわの日】
ごはん　牛乳　さんまの塩焼き　即席づけ
いもの子汁

海藻類

緑黄色野菜

20 (金)

【秋のお彼岸献立】
ごはん　牛乳　さばの照り焼き
吉野汁　おはぎ

18

19

(月)

わかめごはん　牛乳
ちくわのマヨネーズ焼
五目きんぴら

(火)

11 (水)

6

5

キムタクごはん　牛乳
いわしのカリカリフライ
にらとあつあげのスープ

(金)

【あかいわの日】
ごはん　牛乳　マーボーナス　ひじきサラダ
チーズ

ごはん　牛乳　さわらの柚庵焼き
青菜の大豆あえ　すまし汁

13

12

17

10

ソフトめんのトマトソース　牛乳
イタリアンサラダ　プリン（乳・卵不使用）

(月)9

【あかいわの日】
ウィンナーサンド　牛乳
カレースープ　冷凍みかん

(木)

【あかいわの日】
チンジャオロース丼　牛乳
春雨スープ

(火)

4

【あかいわの日】
ハヤシライス　牛乳
こんにゃくのサラダ

2

(水)

冷やし中華　牛乳
じゃがいものいそあげ
冷凍黄桃

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　豚肉のスペアリブ風
コンソメスープ　いちごジャム

3

(金)
ごはん　牛乳　タッカルビ
わかめともやしのナムル　韓国のり

きのこ類

【十五夜献立】
月見うどん　牛乳
ほうれんそうときのこのおひたし
お月見デザート（ゼリー）

(木)

【あかいわの日】
セルフメンチカツサンド　牛乳
野菜スープ

(火)

(水)

海藻類

果物

いも類

きのこ類

乳・乳製品

大豆・大豆製品

いも類

果物

乳・乳製品

淡黄色野菜

緑黄色野菜

大豆・大豆製品


