
令和　3　年 　8・9　月

【赤】のなかま 【緑】のなかま 【黄】のなかま エネルギー 家庭で
主にからだを 主にからだの 主にエネルギーの とりたい

つくる 調子を整える もとになる 食品

ひやむぎ　　牛乳　　きざみのり 小：645

れんこんのはさみ揚げ 中：給食なし

ゆかりおかかあえ　　冷凍洋なし

わかめごはん　　牛乳 659

アスパラガスのカップ焼き 773

さつまいものみそ汁

コッペパン　　牛乳 701

ホキフライ　　ラタトゥイユ 842

かぼちゃの豆乳ポタージュ

ビビンバ　　牛乳 657

トック汁 773

ごはん　　牛乳 712

さばのカレー照り焼き 827

冬瓜スープ　　冷凍みかん

冷やし中華　　牛乳　　冷やし中華スープ 619

たこ焼き 758

赤磐産ピオーネ

ごはん　　牛乳 657

ししゃもの素焼き　　なすとピーマンのみそいため 806

幼小：むらさきいもチップス　　中：スイートポテト

コッペパン　　牛乳 638

ポークビーンズ 758

キャベツときゅうりのサラダ

ゆかりごはん　　牛乳 636

ちくぜん煮 782

ごまじゃこあえ

ごはん　　牛乳 714

ごぼうのメンチカツ 803

肉だんごのスープ　　野菜とくだもののゼリー

ソフトめんのカレーソース　　牛乳 657

花切だいこんとキャベツのソテー 752

豆乳パンナコッタ

キムチチャーハン　　牛乳 714

揚げぎょうざ 793

わかめスープ　　冷凍みかん

胚芽パン　　牛乳 684

フランクフルトのチリソース焼き　野菜サラダ 817

トマトと卵のスープ　　かぼちゃ豆乳プリン

はぎの花ごはん　　牛乳 673

さんまの甘露煮 780

なすのみそ汁

ごはん　　牛乳 663

ぶた肉のウスターソース焼き 771

ワンタンスープ　　小魚アーモンド

野菜ラーメン　　牛乳 665

若どりのから揚げ 790

赤磐産なし

黒糖パン　　牛乳 702

若どりのマスタード焼き 834

コンソメスープ　　お月見ゼリー

ごはん　　牛乳 677

すきやき 781

ほうれん草のカリカリ大豆あえ

わかめうどん　　牛乳 693

きゅうりとたこの酢のもの 794

おはぎ

セルフオムライス　　牛乳 小：給食なし

ポトフ 779

りんご

コッペパン　　牛乳 658

さけの花園焼き　　ごぼうとくるみのサラダ 786

アプリコットジャム

ごはん　　牛乳 661

和風ハンバーグ 793

なめこのみそ汁

ハヤシライス　　牛乳 701

らっきょうサラダ 801

なしゼリー

曜日

米　むぎ　ごま油　さとう
あげ油　ごま　小麦粉

エリンギ　たまねぎ　とうもろこし　にんにく　にら
にんじん　たけのこ　干ししいたけ　もやし

水

米　さとう　はちみつ　でんぷん

にんにく　たまねぎ　にんじん　マッシュルーム
さやいんげん　キャベツ　きゅうり　赤ピーマン
とうもろこし

赤しそ　にんじん　れんこん　ごぼう　こんにゃく
干ししいたけ　さやいんげん　キャベツ　もやし
ほうれん草

パン　サラダ油　じゃがいも
さとう　ドレッシング

米　むぎ　サラダ油　さとう
ごま　ごま油　さといも

くだもの
青菜

米　むぎ　じゃがいも　さとう
でんぷん　小麦粉　ごま油
ごま　アーモンド

たまご
小魚

卵
小魚

青菜
青魚

青菜
海藻

根菜
いも

大豆・大豆製品
いも

小魚
いも

青魚
海藻

根菜
青魚

青魚
大豆・大豆製品

ごぼう　たまねぎ　にんにく　しょうが　にんじん
キャベツ　たけのこ　しめじ　チンゲン菜　ケール
こまつな　ブロッコリー　ピーマン　ほうれん草
だいこん　りんご　オレンジ　レモン　かんてん

たまねぎ　にんにく　しょうが　だいこん　レモン
赤ピーマン　黄ピーマン　えだまめ　にんじん
なす　なめこ　ねぎ

根菜
きのこ

くだもの
ごま・ナッツ

くだもの
海藻

水

大豆・大豆製品
たまご

にんじん　たまねぎ　ごぼう　はくさい　しめじ
こんにゃく　ねぎ　ほうれん草　もやし

海藻
いも

月

17

火

学 校 給 食 予 定 献 立 表

木

牛乳　ぶた肉　とり肉
かたくちいわし

木

牛乳　ウインナー　たまご
チキンスープ　豆乳

にんじん　キャベツ　きゅうり　トマト　たまねぎ
とうもろこし　パセリ　かぼちゃ

牛乳　とり肉　ぶた肉　油あげ
わかめ　みそ

牛乳　とり肉　ベーコン
かまぼこ　チキンスープ

10

13 月

16

14 火

金

30

にんにく　にんじん　たまねぎ　マッシュルーム
グリンピース　トマト　きゅうり　キャベツ
えだまめ　らっきょう　なし

金

たまねぎ　赤ピーマン　とうもろこし　セロリー
にんじん　キャベツ　だいこん　エリンギ
さやいんげん　りんご　レモン

牛乳　ぶた肉　わかめ

にんにく　にんじん　たまねぎ　キャベツ　メンマ
きくらげ　とうもろこし　こまつな　　なし

29

22

★市内
し な い

の学校
がっこう

給食
きゅうしょく

センターでは、赤磐産
あかいわさん

の物資
ぶ っ し

を１日
にち

３品目
ひんもく

以上
いじょ う

使用
し よ う

した日
ひ

について「あかいわの日
ひ

」としています。

米　むぎ　サラダ油
じゃがいも　ハヤシルウ
さとう　水あめ

パン　でんぷん　さとう　ごま油
ドレッシング　水あめ

牛乳　ぶた肉　とり肉

えだまめ　なす　にんじん　だいこん　たまねぎ
ねぎ

米　むぎ　さとう　でんぷん

牛乳　あずき　さんま　ぶた肉
油あげ　みそ

パン　黒ざとう
ノンエッグマヨネーズ
さとう　水あめ

うどん　ごま　さとう　おはぎ

中華めん　ごま　ごま油
小麦粉　さとう　でんぷん
あげ油

牛乳　牛肉　とうふ　大豆

水

牛乳　とり肉　ちくわ　ちりめん

7 火

牛乳　大豆　ぶた肉　ハム

しょうが　にんじん　白菜キムチ　ねぎ　キャベツ
たまねぎ　にら　えのきたけ　ほうれん草
みかん

牛乳　ぶた肉　豆乳

木

8

牛乳　とり肉　合がも肉
ぶた肉　のり

2 木

牛乳　さば　ほたて貝
チキンスープ

月

3

牛乳　ハム　たまご　わかめ
たこ　たまご

6

1

日 献　　立   名

しょうが　ねぎ　れんこん　たまねぎ　しいたけ
キャベツ　にんじん　きゅうり　赤しそ　洋なし

27 金

たまねぎ　グリーンアスパラガス　赤ピーマン
とうもろこし　にんにく　ごぼう　にんじん　ねぎ

牛乳　ほき　とり肉　豆乳

30 月

にんにく　ピーマン　なす　たまねぎ　ズッキーニ
トマト　とうもろこし　にんじん　さやいんげん
かぼちゃ　えだまめ

パン　パン粉　小麦粉
あげ油　オリーブ油
米粉シチューの素火

牛乳　牛肉　みそ　ベーコン
とうふ　わかめ

米　むぎ　じゃがいも
サラダ油　さとう　ごま油

幼小：むらさきいも　あげ油
中：さつまいも　米粉

水

にんにく　にんじん　たまねぎ　エリンギ　なす
ピーマン

金

にんじん　きゅうり　キャベツ　しょうが　ねぎ
紅しょうが　ピオーネ

31

青菜
くだもの

ぜんまい　にんじん　ほうれん草　にら　たまねぎ
とうもろこし　えのきたけ

米　むぎ　じゃがいも　ごま
オリーブ油　さつまいも

牛乳　のり　とり肉　かつおぶし

米　むぎ　サラダ油
さとう　ごま油　トック

牛乳　わかめ　ぶた肉　みそ
あつあげ

ひやむぎ　ごま　あげ油
ごま油　パン粉　さとう
でんぷん

牛乳　ししゃも　ぶた肉　みそ
あつあげ

中：豆乳

赤磐市立中央学校給食センター

青魚
ごま・ナッツ

（Kcal)

中華めん　さとう　ごま油
小麦粉　サラダ油　米粉

にんじん　たまねぎ　冬瓜　ほうれん草　みかん

乳製品
小魚

米　むぎ　さとう　でんぷん

米　むぎ　パン粉　あげ油
ごま　ごま油　さとう

乳製品
きのこ

大豆・大豆製品
ごま・ナッツ

28 火

牛乳　さけ たまねぎ　ピーマン　赤ピーマン　とうもろこし
ごぼう　にんじん　キャベツ　ブロッコリー　りんご
あんず

パン　ノンエッグマヨネーズ
さとう　くるみ　サラダ油
水あめ

27

牛乳　とり肉　たまご　ぶた肉
チキンスープ

米　むぎ　じゃがいも　焼きふ
さとう　サラダ油　ごま

水

乳製品
ごま・ナッツ

海藻
くだもの

9

にんにく　にんじん　たまねぎ　しめじ　パセリ
マッシュルーム　グリンピース　だいこん
キャベツ　レモン

ソフトめん　じゃがいも
サラダ油　カレールウ　さとう
水あめ　はちみつ

牛乳　ぶた肉　とうふ　わかめ

15

21

24 金

牛乳　とり肉　油あげ
かまぼこ　わかめ　たこ

にんじん　たまねぎ　もやし　干ししいたけ　ねぎ
たくあん　きゅうり　キャベツ　しょうが

にんにく　にんじん　たまねぎ　マッシュルーム
グリンピース　セロリー　冬瓜　キャベツ
さやいんげん　りんご

米　むぎ　サラダ油　さとう
じゃがいも

わくわく給食（赤坂中）

あかいわの日
★

わくわく給食（赤坂中）

わくわく給食（赤坂中）

お月見献立

お彼岸献立

わくわく給食（赤坂中）

8

9

27

1

あかいわの日
★

あかいわの日
★

あかいわの日
★

あかいわの日
★

あかいわの日
★


