
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 ぶた肉 にんじん たまねぎ 米 麦

ちりめん こんにゃく　　　　　　　ごぼう　　　　　　　　　しょうが サラダ油 さとう 小 644
干ししいたけ　　　　　　ねぎ　　　　　　　　キャベツ 中 762
小松菜　　　　　　もやし　　　　　みかん　　　　ねりうめ

牛乳 牛肉 しょうが こんにゃく 米 麦

あつあげ にんじん たまねぎ じゃがいも さとう 小 667
きぬさや ブロッコリー サラダ油 ドレッシング 中 798
キャベツ きゅうり

牛乳 ぶた肉 しょうが にんにく 米 麦

にんじん　　　　　　　　　　ねぎ　　　　　　　　たまねぎ サラダ油 さとう 小 646
もやし　　　　　　　　　　きくらげ　　　　　　　　たくあん ごま油 でん粉 中 771
キャベツ　　　　　　　　ぜんまい　　　　　　ほうれん草

牛乳 なると にんにく にんじん 中華めん さとう

ぶた肉 焼きぶた もやし めんま 小 637
にぼし 大豆 とうもろこし 白ねぎ 中 762

ブロッコリー カリフラワー

牛乳 牛肉 にんにく たまねぎ パン サラダ油

にんじん マッシュルーム じゃがいも デミグラスソース 小 679
トマトピューレ グリンピース ミルメークバナナ ビーフシチュールウ 中 827
キャベツ　　　　　　きゅうり　　　　　　とうもろこし ドレッシング

牛乳 えび かんぴょう にんじん 米 さとう

たまご 高野どうふ 干ししいたけ れんこん でん粉 あげ油 小 640
カレイ ゆば えだまめ たまねぎ 中 752
さつまあげ みつば えのきたけ

牛乳 ぶた肉 たまねぎ　　　　　　　　　　　　　　　　　ピーマン 米 麦

とり肉 マッシュルーム　　　　にんにく　　　　とうもろこし サラダ油 さとう 小 629
キャベツ　　　　　　　にんじん　　　　　　チンゲンサイ じゃがいも 中 748
だいこん　　　　　パセリ　　　　　　　マーマレード果汁

牛乳 さわら ねぎ しょうが 米 麦

みそ とり肉 にんじん ごぼう さとう さといも 小 638
油あげ ひじき はくさい こんにゃく 中 751
のり

牛乳 ぶた肉 にんじん たまねぎ うどん さつまいも

わかめ 平天 ねぎ しょうが あげ油 小麦粉 小 634
小松菜 キャベツ 中 765
しそ

牛乳 ハム キャベツ きゅうり パン ﾉﾝｴｯｸﾞﾏﾖﾈｰｽﾞ

たまご とり肉 たまねぎ にんじん じゃがいも ドレッシング 小 604
マッシュルーム セロリ さとう もち麦 中 743
トマト缶　　　　　　トマトピューレ　　　　えだまめ

牛乳 高野どうふ しょうが 干ししいたけ 米 麦

とり肉 わかめ にんじん えだまめ サラダ油 さとう 小 644
みそ はくさい だいこん 中 763

たまねぎ　　　　　　　　ねぎ　　　　　　　りんご
牛乳 さけ ねぎ にんにく 米 麦

みそ とり肉 だいこん にんじん ﾉﾝｴｯｸﾞﾏﾖﾈｰｽﾞ さとう 小 653
油あげ ごぼう 干ししいたけ だまこもち 中 775

小松菜

牛乳 とり肉 たまねぎ すだち果汁 米 もち米
ぶた肉 平天 はくさい にんじん 栗 でん粉 小 660

小松菜 あげ油 さとう 中 787

牛乳 テンペ しょうが にんにく ソフトめん ごま油

みそ ぶた肉 にんじん　　　　　　　たまねぎ　　　　　　　キャベツ さとう でん粉 小 684
ササミ 干ししいたけ　　　　チンゲンサイ　　　　　　もやし 中 820

きゅうり　　　　　　　　とうもろこし　　　　　　なし

牛乳 とり肉 キャベツ　　　　　しょうが れんこん パン サラダ油

ベーコン 豆乳 にんじん たまねぎ さとう でん粉 小 710
みそ マッシュルーム かぼちゃ ｱﾚﾙｹﾞﾝﾌﾘｰﾎﾜｲﾄﾙｳ 中 842

とうもろこし パセリ

牛乳 牛肉 にんにく たまねぎ 米 麦

ツナ かつおぶし エリンギ　　　　　　　たけのこ　　　　　　　にんじん さとう ごま油 小 660
赤ピーマン　　黄ピーマン　　　ピーマン　　ほうれん草 でん粉 中 779
もやし　　　　　　とうもろこし　　　　ゆず果汁　　　ぶどう

牛乳 さんま はくさい だいこん 米 麦

ぶた肉 とり肉 にんじん 干ししいたけ さとう ごま油 小： 674
油あげ みそ チンゲンサイ　　　　　ねぎ　　　　　　えのきたけ 米粉 中： 776

にんにく　　　　　しょうが　　　　　黄にら　　　　ゆず

牛乳 牛肉 たまねぎ にんじん 米 麦

とうふ こんにゃく ごぼう さとう 小： 640
はくさい 白ねぎ 中： 767
だいこん みずな

牛乳 いか にんにく きくらげ 中華めん ごま油

かまぼこ ぶた肉 めんま　　　　　　　　にんじん　　　　　　　　もやし でん粉 あげ油 小： 637

キャベツ　　　　　ねぎ　　　　　だいこん　　　　しょうが 小麦粉 さとう 中： 781
れんこん　　　　たまねぎ　　　　　にら　　　　　しいたけ パン粉

牛乳 とり肉 しょうが レモン果汁 パン さとう

ウインナー りんご セロリ ハチミツ マーガリン 小： 662
たまねぎ　　　　　　　　にんじん　　　　　　　　　しめじ 中： 787
エリンギ　　　　　　　　キャベツ　　　　　　　　　パセリ

牛乳 とりレバー にんにく にんじん 米 麦

牛肉 ハム たまねぎ マッシュルーム じゃがいも ﾉﾝｴｯｸﾞﾏﾖﾈｰｽﾞ 小： 719
グリンピース かぼちゃ ハヤシルウ ドレッシング 中： 867
えだまめ　　　　　　とうもろこし　　　　　　オレンジ果汁 デミグラスソース 　　　さとう

※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・もち米・にんにく・にんじん・たまねぎ・ねぎ・じゃがいも・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。
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種実類

　　　　　　　　　　【あかいわの日】
ごはん　牛乳
さけのねぎマヨ焼き
だんご汁

乳製品

きのこ類

大豆・大豆製品

果物

種実類(木)
コッペパン　牛乳
ビーフシチュー
イタリアンサラダ　　ミルメークバナナ（小・中）

(月)

　　　　　　　　　　【あかいわの日】
高野豆腐入りそぼろ丼　牛乳
野菜のみそ汁
りんご

(水)

祭りずし　牛乳
カレイのからあげ
すまし汁

(木)

(火)

(火)

　　　　　　　　　　【あかいわの日】
栗ごはん　牛乳
わかどりのすだち風味
白菜の煮びたし

4

15

11

　　　　　　　　　　【あかいわの日】
ごはん　牛乳
さわらのしょうがみそ焼き
のっぺい汁　のりつくだ煮

(金)

(月)

ごはん　牛乳
じゃがいものそぼろ煮
和風サラダ

(金)

メキシカンライス　牛乳
とり肉のマーマレード焼き
ベジタブルスープ

(水)
塩ラーメン　牛乳
花野菜のあまずあえ
小魚といり大豆のあまがらめ

ぶた丼　牛乳
梅じゃこあえ
冷凍みかん

エネルギー
(kcal)

日　付 献　　　　立　　　　名
【赤】の食品 【緑】の食品

1

(火)

　　　　　　　　　　【あかいわの日】
ごはん　牛乳
ぶた肉のパリパリいため
ほうれん草のナムル

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

丸天うどん　牛乳
さつまいもの天ぷら
ゆかりあえ

セルフたまごサンド　牛乳
もち麦入りミネストローネ14

13

(金)

(月)

12

7

6

5

8

19

18

21 (木)
れんこんしゃきしゃきバーガー　牛乳
かぼちゃのポタージュ

テンペ入りジャージャーめん　牛乳
バンバンジー
なし

20 (水)

22 (金)
チンジャオロ－ス丼　牛乳
ほうれんそうとツナのあえもの
ピオーネゼリー

25 (月)
ごはん　牛乳
さんまのゆずみそ煮
塩ちゃんこなべ

(金)
ハヤシライス　牛乳
かぼちゃサラダ
一口ハロウィンゼリー

26 (火)

　　　　　　　　　【あかいわの日】
ごはん　牛乳
すきやき
水菜入りはりはりづけ

29

(木)

コッぺパン　牛乳
とり肉のバーベキューソース
ウインナーとキャベツのスープ
ハチミツ＆マーガリン

大豆・大豆製品28

27 (水)
ちゃんぽんめん　牛乳
あげぎょうざ
大根の中華づけ

小魚


