
令和３年     給　食　献　立　予　定　表 赤磐市立東学校給食センター

牛乳 とり肉 とうもろこし エリンギ パン 黒ざとう

ベーコン チンゲンサイ キャベツ ノンエッグマヨネーズ 小 683

みかん パイナップル じゃがいも オリーブ油 中 840

黄桃　　　　　りんご マスカット果汁 さとう

牛乳 とり肉 にんにく　ほうれんそう たまねぎ 米 麦

ぶた肉 大豆 ピーマン　　　白ねぎ 赤ピーマン さとう ビーフン 小 634

マッシュルーム とうもろこし 中 756

はくさい えのきたけ

牛乳 さば にんにく たまねぎ 米 麦

とり肉 りんご にんじん さとう でん粉 小 644

ほうれんそう とうがん 中 762

もずく しょうが

牛乳 ぶた肉 キャベツ にんじん 米 麦

あつあげ みそ たまねぎ たけのこ さとう でん粉 小 678

干ししいたけ ねぎ ごま油 中 812

チンゲンサイ

牛乳 とり肉 もやし 白ねぎ うどん さとう

油あげ ちくわ ほうれんそう にんじん あげ油 ごま 小 673

豆乳 メロン果汁 なつみかん果汁 中 830

牛乳 ぶた肉 しょうが　トマトピューレ マーマレード パン さとう

ベーコン かぼちゃ　　トマト缶 なす 小 662

たまねぎ　　とうもろこし 赤ピーマン 中 790

ズッキーニ　　セロリ マッシュルーム

牛乳 あなご えだまめ きゅうり 米 麦

とうふ わかめ キャベツ にんじん さとう じゃがいも 小 622

みそ たまねぎ しめじ さつまいも 中 789

ねぎ

牛乳 とり肉 しょうが　　　きゅうり かぼちゃ 米 麦

油あげ にんじん　　しょうが たまねぎ じゃがいも さとう 小 678

干ししいたけ　　うめ こんにゃく でん粉 ごま油 中 811

えだまめ　　　あおな キャベツ サラダ油 ごま

牛乳 ぶた肉 しょうが ゴーヤ 米 麦

とうふ いしもちじゃこ にんじん たまねぎ でん粉 ごま油 小 648

のり かつおぶし もやし たけのこ さとう あげ油 中 754

干ししいたけ こまつな

牛乳 ぶた肉 とうもろこし　　みかん きくらげ 中華めん ごま油

えび かまぼこ めんま　　ほうれんそう にんじん さとう 小 602

キャベツ ねぎ 中 743

にんにく だいこん

牛乳 ぶた肉 キャベツ とうもろこし パン じゃがいも

ベーコン 豆乳 たまねぎ マッシュルーム アレルゲンフリーホワイトルウ 小 624

にんじん パセリ さとう 中 766

牛乳 牛肉 にんにく　　黄ピーマン にんじん 米 麦

とりレバー かぼちゃ　　レモン果汁 たまねぎ サラダ油 カレールウ 小 680

えだまめ トマト さとう 中 809

キャベツ きゅうり

※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・キャベツ・たまねぎ・なす・きゅうり・じゃがいも・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。

楽しい夏休み ～　食生活の約束　～

海藻類

大豆製品

種実類

魚介類

いも類

たまご

野菜

【あかいわの日】
夏野菜カレー　牛乳
レモンサラダ

野菜

魚介類

きのこ類

いも類

緑黄色野菜(水)
とりなんばん細うどん　牛乳
ちくわのいそべあげ
ほうれん草のごまあえ　七夕ゼリー

(金)

ウインナーサンド　牛乳
豆乳チャウダー

(火)

コッペパン　牛乳
ぶた肉のマーマレード焼き
ラタトゥイユ　ゆでとうもろこし

(水)

(月)

2

15

9

【あかいわの日】
梅菜めし　牛乳
かぼちゃの五目煮
さっぱりあえ

(木)

(金)

ガパオ風ライス　牛乳
フォーガー

(木)

【あかいわの日】
あなごごはん　牛乳
わかめのすの物
赤だし　いもけんぴ（中のみ）

(火)
【あかいわの日】
マーボーあつあげ丼　牛乳
中華風あえもの

黒糖パン　牛乳
とり肉の粒マスタード焼き
野菜ソテー　ゼリーポンチ

エネルギー
(kcal)

日　付 献　　　　立　　　　名
【赤】の食品 【緑】の食品

1

(月)
ごはん　牛乳
さばのピリ辛焼き
とうがんともずくのしょうが汁

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

ごはん　牛乳
ゴーヤチャンプルー
いしもちじゃこのからあげ
味付けのり

ちゃんぽんめん　牛乳
花切大根とほうれん草のナムル
冷凍みかん

14

13

(木)

(金)

12

7

6

5

8

16

いせつなのは、
栄養バランス

夏バテにならないためには、
バランスの良い食事をとること
が大切です。主食・主菜・副菜
がそろった食事をとりましょう。

た みものは
ジュースより

お茶を

のどがかわいたら、お茶や
水・牛乳などを飲むようにし
ましょう。

ゅんの夏野菜を
食べよう

旬の食材は、栄養満点！夏野
菜は水分を多く含むので、水分
補給にもなります。積極的に食
べましょう。

の し ちにち3食
早ね、早起き、朝ごはん

朝ごはんは、1日のエネルギーの源です。
起きたら、朝の太陽の光を浴びて、朝ご
はんを食べましょう。

がら食べや

早食いはやめましょう

ながら食べや早食いをすると消化が悪くなってしま
います。

よくかむと、だ液がたくさん出てむし歯を防いだり、
歯が丈夫になったりと良いことがたくさんあります。

かみごたえのある料理を選び、ゆっくりよくかんで

食べましょう。

めたいものや

甘いもの、おやつの
取りすぎに注意

栄養がかたより、体をこわす原
因になります。

ってみよう
お家でクッキング

ぜひ挑戦して、やってみ

ましょう。

いぶんほきゅうを
忘れずに

熱中症にならないよう、こま
めに水分をとりましょう。普段
は水やお茶、運動している時は
スポーツドリンクを。

んなで食べると
おいしいね！

食事の時間に、家族で集まっ
て今日のできごとや、感じたこ
となどを話してみましょう。

い

な つ や す み

楽しい夏休みがやってきます。みなさんは、
どんな夏休みを過ごしますか。
規則正しい生活やバランスの良い食事をしっ
かりととり、夏休みを元気に過ごしましょう。


