
令和３年 赤磐市立東学校給食センター

ウインナー とり肉 キャベツ だいこん パン じゃがいも

牛乳 にんじん たまねぎ チーズ 小 602

さやいんげん 中 778

牛乳 牛肉 とうもろこし　だいこん きゅうり サラダ油 マーマレード

とり肉 キャベツ　　 なす 赤ピーマン さとう 米 小 674

しょうが　　　れんこん にんにく 麦 じゃがいも 中 806

にんじん　　 たまねぎ カレールウ

牛乳 とり肉 アスパラガス キャベツ 米 麦

油あげ わかめ とうもろこし たまねぎ さつまいも ドレッシング 小 649

みそ にんじん チンゲンサイ 中 791

ねぎ

牛乳 とり肉 にんじん　　 きくらげ たけのこ 米 麦

がんもどき ちくわ ごぼう　　　　こんにゃく さやいんげん じゃがいも でん粉 小 633

ひじき わかめ ブロッコリー キャベツ さとう ドレッシング 中 756

かつおぶし きゅうり 梅

とり肉 油あげ 干ししいたけ　みずな にんじん　たけのこ うどん 小麦粉

わかめ 牛乳 たまねぎ　　えのきたけ ねぎ あげ油 でん粉 小 638

ちくわ のり キャベツ　　うど 菜の花 ごま さとう 中 795

わらび　　　なめこ とうもろこし

牛乳 さけ とうもろこし にんじん パン 黒ざとう

みそ ベーコン ピーマン パセリ じゃがいも 小 668

たまねぎ チンゲンサイ ノンエッグマヨネーズ 中 817

えのきたけ

ぶた肉 牛乳 にんじん　　　ねぎ たまねぎ 米 麦

とうふ わかめ たけのこ キムチ ごま油 さとう 小 641

いわし にら 生しいたけ でん粉 中 760

もやし とうもろこし サラダ油

あずき 牛乳 しょうが えのきたけ 米 もち米

さわら 油あげ にんじん えだまめ でん粉 あげ油 小 712

わかめ みそ だいこん たまねぎ さといも プリン 中 839

ねぎ だんご

牛肉 とうふ たまねぎ　　もやし にんじん さとう 米

こんぶ 牛乳 こんにゃく ごぼう 麦 小 621

だいこん はくさい 中 744

白ねぎ キャベツ

ぶた肉 なると にんにく　　にんじん もやし　　ほうれん草 中華めん ごま油

牛乳 とり肉 キャベツ　　ぜんまい めんま　　たまねぎ さとう もち米 小 607

とうもろこし　 にら　　　生しいたけ パン粉 でん粉 中 766

しょうが だいこん　

牛乳 とり肉 にんじん　　りんご たまねぎ　しょうが パン　 じゃがいも

豆乳 みそ アスパラガス マッシュルーム サラダ油 ドレッシング 小 653

とうもろこし　 れんこん さとう 水あめ 中 796

キャベツ だいこん ホワイトルウ（アレルゲンフリー）

ぶた肉 あつあげ しょうが　　レモン果汁 にんじん 米 麦

みそ 牛乳 たまねぎ たけのこ さとう ごま油 小 686

ハム わかめ 干ししいたけ ねぎ でん粉 はるさめ 中 820

きゅうり もやし

高野どうふ あなご かんぴょう　　しょうが にんじん 米 さとう

たまご 牛乳 干ししいたけ れんこん あげ油 じゃがいも 小 666

いわし かまぼこ えだまめ たまねぎ でん粉 米粉 中 825

ゆば わかめ しめじ ねぎ

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 さとう じゃがいも 小 646

さやえんどう 小松菜 中 781

キャベツ しそ

牛肉 ぶた肉 にんにく　　えだまめ にんじん ソフトめん さとう

とり肉 大豆 たまねぎ　　みしょうかん マッシュルーム ドレッシング ハヤシルウ 小 685

牛乳 金時豆 グリンピース トマトピューレ 中 817

いんげん豆 きゅうり キャベツ

牛乳 さば ねぎ ゆず果汁 米 麦

とり肉 平天 にんじん ごぼう さとう じゃがいも 小 726

のり れんこん こんにゃく ごま油 水あめ 中 844

さやいんげん

※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。

　今月は、赤磐市でとれた「米・もち米・ねぎ・チンゲンサイ・生しいたけ・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。

学　校　給　食　予　定　献　立　表

日　付 献　　　　立　　　　名
【赤】の食品 【緑】の食品 【黄】の食品 エネル

ギー
(kcal)

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

8 (木)
ウインナーサンド　牛乳
ポトフ
【中学校】チーズ

野菜

9 (金)
カレーライス　牛乳
マーマレードサラダ
福神づけ

魚介類

12 (月)
ごはん　牛乳
とり肉の塩こうじ焼き　そえ野菜
みそ汁

牛乳・乳製品

13 (火)

ごはん　牛乳
がんもどきの含め煮
和風サラダ
ふりかけ

きのこ類

14 (水)
山菜うどん　牛乳
ちくわのいそべあげ
菜の花のごまあえ

たまご

15 (木)
黒糖パン　牛乳
さけの花園焼き　こふきいも
チンゲンサイのスープ

海そう類

16 (金)
ぶたキムチ丼　牛乳
わかめスープ
小魚

緑黄色野菜

19 (月)
赤飯　牛乳
さわらの野菜あんかけ　赤だし
【幼稚園】お花の豆乳プリン　【小・中学校】紅白だんご

種実類

20 (火)
ごはん　牛乳
すきやき
こんぶあえ

小魚

大豆

果物

22 (木)

コッペパン　牛乳
じゃがいもとアスパラの豆乳シチュー
れんこんサラダ
りんごジャム

魚介類

23 (金)
マーボー丼　牛乳
春雨の酢のもの

21 (水)
野菜ラーメン　牛乳
肉だんごのもち米むし
切干大根とほうれん草のナムル

27 (火)
ごはん　牛乳
じゃがいものそぼろ煮
春キャベツのゆかりあえ

きのこ類

26 (月)
ちらしずし　牛乳
いわしのカリカリフライ
すまし汁

緑黄色野菜

28 (水)
ソフトめんのミートソース　牛乳
ビーンズサラダ
みしょうかん

魚介類

30 (金)

ごはん　牛乳
さばの香味焼き
五目きんぴら
のりつくだ煮

大豆

【あかいわの日】

【あかいわの日】

明治22年 昭和22年 昭和25年 昭和40年 昭和52年

子どもたちは、学校給食の献立を通じて、食品の産地や栄養的な
特徴を学んだり、教科で学んだことに関連した食品や料理を食べて、
学習内容を確認したりすることができます。どのような献立がある
のかを献立表を見て確認してみましょう。

給食はおいしく食べられる教材です！

おにぎり・塩さけ・
菜の漬物

ミルク（脱脂粉乳）・
トマトシチュー

コッペパン・ミルク（脱脂
粉乳）・ポタージュスー
プ・コロッケ・せんキャベ
ツ・マーガリン

ソフトめんのカレーあん
かけ・牛乳・甘酢あえ・
果物（黄桃）・チーズ

カレーライス・牛乳・
塩もみ・果物（バナ
ナ）・スープ

学校給食の献立の移りかわり

今年度もよろしくお願いいたします。

※献立の内容は、独立行政法人日本スポーツ

振興センターの献立レプリカを参考にして

います。

【あかいわの日】【入学・進級お祝い献立】


