
令和３年     給　食　予　定　献　立　表 赤磐市立東学校給食センター

牛乳 ぶた肉 にんにく　　だいこん キャベツ　　きゅうり 中華めん ごま油

なると ハム にんじん　　とうもろこし もやし　　紅しょうが さとう さつまいも 小 634
小魚 きくらげ めんま 中 753

しょうが ねぎ

牛乳 とり肉 パセリ はくさい パン じゃがいも

ベーコン たまねぎ にんじん 黒ざとう 小 614
こまつな えのきたけ 中 751

牛乳 牛肉 にんにく　　レモン果汁 たまねぎ 米 麦

とりレバー ぶた肉 にんじん マッシュルーム じゃがいも さとう 小 636
グリンピース キャベツ サラダ油 中 750
きゅうり 黄ピーマン

牛乳 さわら こんにゃく ごぼう 米 麦

ぶた肉 とうふ だいこん にんじん さといも 小 649
ひじき のり 干ししいたけ ねぎ 中 763
みそ

牛乳 とり肉 しょうが　　ぜんまい にんにく　　とうもろこし 米 麦

キャベツ　　ほうれん草 たまねぎ サラダ油 さつまいも 小 623
にんじん しめじ さとう ごま油 中 743
にら キムチ でん粉

牛乳 ぶた肉 しょうが　　きゅうり にんにく　　青じそ ソフトめん さとう

テンペ たこ にんじん　　キャベツ たまねぎ ごま油 でん粉 小 650
はくさい しいたけ 米粉 中 776
えだまめ もやし

牛乳 ツナ キャベツ　トマトピューレ とうもろこし　　トマト缶 パン ドレッシング

とり肉 ぶた肉 たまねぎ セロリ ノンエッグマヨネーズ 小 608
はくさい にんじん 中 747
えのきたけ パセリ

牛乳 ぶた肉 たまねぎ　　にんじん マッシュルーム　みかん 米 麦

かまぼこ グリンピース にんにく パン粉 でん粉 小 676
りんご だいこん あげ油 ドレッシング 中 820
キャベツ みずな ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ さとう

牛乳 ぶた肉 しょうが にんにく 米 麦

いか わかめ にんじん たまねぎ さとう でん粉 小 704
ひじき あつあげ 白ねぎ もやし ごま油 中 844
かつおぶし えだまめ

牛乳 ちりめん たまねぎ にんじん 米 麦

ぶた肉 きびなご とうもろこし 野ざわ菜 サラダ油 でん粉 小 601
とり肉 とうふ えのきたけ 白ねぎ 米粉パン粉 じゃがいも 中 745

あげ油 はるさめ

牛乳 ぶた肉 にんにく しょうが うどん カレールウ

油あげ かつおぶし たまねぎ ねぎ ノンエッグマヨネーズ 小 677
ちくわ ほうれん草 えのきたけ さとう 中 835

にんじん

牛乳 ぶた肉 にんにく　　とうもろこし たまねぎ　　赤ピーマン パン じゃがいも

ベーコン 大豆 にんじん　　レモン果汁 マッシュルーム　ぶどう さとう サラダ油 小 651
グリンピース トマトピューレ 水あめ 中 793
キャベツ きゅうり

牛乳 牛肉 しょうが　　ほうれん草 にんにく　　しめじ 米 麦

かつおぶし みそ りんご　　　もやし たまねぎ　　洋なし 水あめ さとう 小 633
にんじん　　梅 キャベツ はちみつ 中 753
ピーマン 赤ピーマン

牛乳 とり肉 しそ　　　　こまつな しょうが　　　はくさい 米 麦

油あげ 大豆 かぼちゃ にんじん サラダ油 じゃがいも 小 671
たまねぎ しめじ さとう でん粉 中 801
こんにゃく えだまめ

牛乳 さば キャベツ　　しょうが にんじん 米 麦

とり肉 油あげ もやし だいこん 小麦粉 でん粉 小 691
こんぶ みそ ごぼう 干ししいたけ さとう 中 796

こんにゃく こまつな

牛乳 とり肉 キャベツ　チンゲンサイ もやし　　とうもろこし 中華めん ごま油

ちくわ ぶた肉 たまねぎ　　ゆず果汁 にんじん　　ゆず皮 はるさめ 小麦粉 小 660
ひじき かつおぶし ねぎ きくらげ あげ油 でん粉 中 786

きり干しだいこん しょうが さとう

牛乳 とり肉 にんにく　　パセリ たまねぎ　　にんじん パン　水あめ サラダ油

ベーコン 豆乳 りんご キャベツ ドレッシング さとう 小 730
赤ピーマン きゅうり じゃがいも 米粉 中 880
とうもろこし マッシュルーム ｱﾚﾙｹﾞﾝﾌﾘｰﾎﾜｲﾄﾙｳ

※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・大豆・ねぎ・にんじん・はくさい・にんにく・しいたけ・さといも」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。

小魚

魚介類

果物

緑黄色野菜

いも類

種実類

いも類

海藻類

種実類

きのこ類

野菜

いも類

コッペパン　牛乳　チリコンカン
フレンチサラダ　ピオーネジャム

大豆・大豆製品

緑黄色野菜

魚介類

野菜

果物(火)
ごはん　牛乳　タッカルビ
ほうれん草とコーンのナムル

(木)

【あかいわの日】
カレーうどん　牛乳
ちくわのマヨネーズ焼き　おひたし

(月)

【あかいわの日】
ソフトめんの中華あんかけ　牛乳
米粉たこ焼き　青じそあえ

(火)

(金)

(金)
みそだれ焼肉丼　牛乳
もやしの梅おかかあえ　一口洋なしゼリー

2

15

9

デミカツ丼　牛乳　水菜サラダ　みかん

(水)

(木)

黒とうパン　牛乳　てり焼きチキン
こふきいも　野菜スープ

(水)

ツナサンドパン　牛乳　ミートボールスープ

(月)
【あかいわの日】
ごはん　牛乳　さわらの塩こうじ焼き
かす汁　のりつくだ煮

とんこつラーメン　牛乳　しょうがあえ
いもけんぴパリッシュ

エネルギー
(kcal)

日　付 献　　　　立　　　　名
【赤】の食品 【緑】の食品

1

(金) ドライカレー　牛乳　レモンサラダ

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

ごはん　牛乳　あつあげのユーリンチー風
かみかみあえ　ふりかけ

野ざわ菜チャーハン　牛乳
きびなごのカリカリフライ
とうふのサンラータン

14

13

(水)

(木)

10

7

6

3

8

17

16

21 (火)
ごはん　牛乳　さばのみそ煮
こんぶあえ　すいとん

ゆかりごはん　牛乳　かぼちゃの五目煮
白菜の大豆あえ

20 (月)

22 (水)
なべ焼き風ラーメン　牛乳
あげはるまき　ゆずあえ

23 (木)

【クリスマス献立】
コッペパン　牛乳
とり肉のりんごソース焼き　イタリアンサラダ
豆乳チャウダー　クリスマスケーキ

からだの調子を整えるもの、病気に負けない力のもとになる食べものといえば、
野菜や果物が思い浮かぶと思います。野菜や果物は大きく分けると６つの働きに
分けられます。好ききらいせずに食べて、じょうぶなからだをつくりましょう。


