
日 曜 献立名 体の組織をつくる食品 体の調子を整える食品 エネルギーのもとになる食品 ｴﾈﾙｷﾞｰ たんぱく質 脂質  食塩相当量

ドライカレー〈減量ごはん〉　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　豚肉　たら 玉ねぎ　マッシュルーム ごはん　米油　米粉

あじのフリッター②(麦 え) えび(え)　青のり　あじ にんじん　パセリ　しょうが 砂糖　春雨　でん粉 856 35.5 28.3 3.0

えび団子と春雨のスープ(え)　チーズ(乳) おきあみ(え)　チーズ(乳) もやし　チンゲンサイ 小麦粉(麦) kcal g g g

ねじりパン(乳 麦)　牛乳(乳) 牛乳　ウインナー 玉ねぎ　白菜　大根　にんじん パン(乳 麦)　じゃがいも

ごぼうとキャベツのバターソテー(乳) ハム ブロッコリー　ごぼう バター(乳)　でん粉 745 26.6 24.8 2.7

ポトフスープ　　みかんゼリー キャベツ　みかん kcal g g g

　　　♦　日本型食事献立　♦

ごはん　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　とり肉　豆腐 小松菜　玉ねぎ　たけのこ ごはん　砂糖　ごま

白ごまつくね②(麦)　かみかみあえ 卵(卵)　とりレバー　大豆 にんじん　切り干し大根　 じゃがいも　でん粉 774 30.4 22.9 2.8

かきたま汁(卵) かまぼこ　かたくちいわし　昆布 しょうが　ほうれん草 ごま油　パン粉(麦) kcal g g g

麦ごはん　　牛乳(乳)・メロン味 牛乳(乳)　豚肉　大豆 にんじん　干ししいたけ 麦ごはん　砂糖　ごま油

中華煮びたし みそ　豆腐 長ねぎ　こねぎ　にんにく 米油　でん粉　春雨 826 34.7 23.7 2.3

マーボー豆腐(麦) しょうが　もやし　キャベツ 小麦粉(麦) kcal g g g

♣地域の郷土料理献立：わらびごはん(三和町)♣

わらびごはん〈減量ごはん〉 牛乳(乳)　豆腐　みそ キャベツ　玉ねぎ　長ねぎ　 ごはん　砂糖　ごま

牛乳(乳)　白身魚ののりごま揚げ(麦) とり肉　油揚げ　青のり にんじん　わらび パン粉(麦)　小麦粉(麦) 836 35.5 29.3 3.2

春キャベツのみそ汁　　牛乳プリン(乳) 凍り豆腐　ホキ　練乳(乳) ごぼう 米粉　米油 kcal g g g

醤油ﾗｰﾒﾝ【中華ｿﾌﾄめん(麦)＋醤油味ｽｰﾌﾟ】 牛乳(乳)　豚肉 にんじん　玉ねぎ　しょうが 中華ｿﾌﾄめん(麦)　米油

牛乳(乳)　ポークしゅうまい②(麦) なると　とり肉　みそ 長ねぎ　ほうれん草　メンマ ラード　砂糖　でん粉 823 34.7 17.9 3.2

グレープフルーツ 大豆 にんにく　グレープフルーツ パン粉(麦)　小麦粉(麦) kcal g g g

コッペパン(乳 麦)　大豆チョコ(乳) 牛乳(乳)　とり肉 玉ねぎ　にんじん　キャベツ コッペパン(乳 麦)　米油

牛乳(乳)　ハムサラダフライ(卵 乳 麦) ハム(卵 乳)　大豆 セロリ　にんにく 大麦　じゃがいも　砂糖 832 27.3 31.3 2.4

大麦入り野菜スープ　　オレンジ マッシュルーム　オレンジ パン粉(麦)　 kcal g g g

ごはん　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　とり肉　豚肉 玉ねぎ　にんじん　ほうれん草 ごはん　ワンタン(麦)

ホイコーロー みそ　煮干し もやし　にんにく　干ししいたけ 米油　砂糖　でん粉 736 29.2 17.9 2.9

ワンタンスープ(麦)　いもけんぴ小魚 キャベツ　ピーマン　しょうが さつまいも　水あめ kcal g g g

ごはん　牛乳(乳) 牛乳(乳)　豆腐　みそ なめこ　小松菜　長ねぎ　にら ごはん　砂糖　

きびなごの米粉フライ③ きびなご　豚肉 しょうが　にんじん　たけのこ じゃがいも　でん粉　 744 29.8 21.6 2.4

もやしと豚肉の油炒め   なめこ汁 もやし　キャベツ　干ししいたけ 米油　米粉　水あめ kcal g g g
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日本型食事とは、「ごはん(主食)」を中心に「主菜(肉や魚などのおかず)・副菜(野菜や海藻のおかず)・汁物」のそろった食事のことをいいます。

月9

11

12 木

金

月

三和町の春の味「わらびごはん」です。「わらび」は春にとれる山菜で、今が旬の食べものです。ごはんとよく混ぜあわせて食べましょう！

水

17 火

　　　　　令和４年５月分  学校給食予定献立表 （中学校）

火10

今月の食育目標　：　丈夫な体を作る食事を知ろう

三和学校給食共同調理場

6 金

月2

かみかみメニュー

かみかみメニュー

日本型食事献立

かみかみメニュー



日 曜 献立名 体の組織をつくる食品 体の調子を整える食品 エネルギーのもとになる食品 ｴﾈﾙｷﾞｰ たんぱく質 たんぱく質  食塩相当量

麦ごはん　牛乳(乳) 牛乳(乳)　豆腐　ちくわ(麦) にんじん　とうもろこし　もやし 麦ごはん　じゃがいも

菜の花入り厚焼き卵(卵)　たけのこのおかか煮 豚肉　卵(卵)　かつお節 長ねぎ　しょうが　こんにゃく　菜の花 米油　バター(乳)　砂糖 825 31.6 22.7 2.5

どさんこ汁(乳)　ヨーグルトレーズン(乳) みそ　とり肉　全粉乳(乳) たけのこ　にんにく　わらび　ﾚｰｽﾞﾝ でん粉 kcal g g g

ごはん　ひじきのり佃煮　牛乳(乳) 牛乳(乳)　とり肉　豆腐 にんじん　えのきたけ ごはん　でん粉

かつおのごまみそあえ かつお　みそ　いわのり　 みつば　こんにゃく 米油　砂糖　ごま 791 38.9 22.9 2.6

すまし汁 干しひじき 水あめ kcal g g g

食パン(乳 麦) いちごジャム　牛乳(乳) 牛乳(乳)　とり肉 玉ねぎ　にんじん　グリンピース パン(乳 麦)　じゃがいも　米油

小松菜とエリンギのソテー(乳) スキムミルク(乳) 小松菜　エリンギ　とうもろこし 生ｸﾘｰﾑ(乳)　砂糖　水あめ 815 32.4 21.4 2.8

キャロットﾎﾟﾀｰｼﾞｭ(乳 麦)　ｷｳｲﾌﾙｰﾂ ベーコン　チーズ(乳) いちご　キウイフルーツ ﾎﾜｲﾄﾙｳ(乳 麦)　ﾊﾞﾀｰ(乳) kcal g g g

ごはん　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　わかめ　みそ 長ねぎ　ぜんまい　 ごはん　じゃがいも

さばの土佐煮　ぜんまいの油炒め さば　かつお節 こんにゃく　にんじん　 でん粉　米油　砂糖 759 30.1 22.5 2.9

わかめ汁 かまぼこ　油揚げ　豆腐 ごま油 kcal g g g

ごはん　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　豆腐(麦)　みそ ほうれん草　玉ねぎ ごはん　じゃがいも

揚げ豆腐の野菜あんかけ②(麦) 油揚げ　とり肉 ピーマン　にんじん　キャベツ 米油　砂糖　でん粉 800 27.8 26.2 2.4

ｷｬﾍﾞﾂとささみの煮びたし　ほうれん草のみそ汁 干ししいたけ　もやし ごま油　ごま kcal g g g

♥　旬の食材を食べよう：スナップえんどう　♥

チキンカレーライス(乳 麦)〈麦ごはん〉　 牛乳(乳)　ヨーグルト(乳) 玉ねぎ　にんじん　グリンピース 麦ごはん　じゃがいも

牛乳(乳)　スナップえんどうのソテー とり肉　チーズ(乳) にんにく　スナップえんどう カレールウ(乳 麦) 906 31.0 21.4 3.1

ヨーグルト(乳) スキムミルク(乳)　ベーコン とうもろこし 米油 kcal g g g

山菜うどん【ソフトめん(麦)＋山菜かけ汁】 牛乳(乳)　 なめこ　玉ねぎ　にんじん ソフトめん(麦)　でん粉

牛乳(乳)　いかの天ぷら(麦) いか　とり肉　油揚げ みつば　わらび　たけのこ 小麦粉(麦) 823 35.0 22.8 2.7

ミニトマト② なると　 きくらげ　ミニトマト 米油 kcal g g g

メロンパン(卵 乳 麦)　牛乳(乳) 牛乳(乳)　とり肉 キャベツ　大根　セロリ 　メロンパン(卵 乳 麦)

カップエッグ(卵)　ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽのｿﾃｰ(乳) ベーコン　白いんげん豆 玉ねぎ　にんじん　パセリ 　バター(乳) 783 33.8 26.9 2.8

ガルビュールスープ 卵(卵) アスパラガス　とうもろこし kcal g g g

ごはん　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　豆腐　みそ 長ねぎ　小松菜　梅 ごはん

さんまの梅煮　ふきの油炒め もずく　さんま　とり肉 にんじん　ふき でん粉　米油　砂糖 737 31.1 20.8 2.9

もずくのみそ汁 さつま揚げ こんにゃく　 kcal g g g

ゆかりごはん　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　凍り豆腐　 玉ねぎ　にんじん　赤しそ ごはん　小麦粉(麦)

たこナゲット②(麦) 豚肉　厚揚げ　いか　たこ こんにゃく　干ししいたけ でん粉　米油　砂糖 875 33.1 28.4 2.8

豚肉のうま煮　　オレンジ たちうお　大豆 さやえんどう　オレンジ ラード kcal g g g
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◎給食の食材は安全が確認できたものを使用しています。そのため、食材がそろわないときには献立内容や産地を変更する場合があります。◎はしは毎日持ち帰って洗いましょう。次の日も忘れずに。

◎アレルギー物質を含む献立・食品の場合には、名称の後ろに（　）で表記しています。　たまご…（卵）　牛乳…（乳）　小麦…（麦） えび…（え） かに…（か）

◎「そば」「落花生」を含む食品は使用していませんが、製造工場で混入する可能性があります。◎いわき市のホームページで、過去の献立表や給食レシピを掲載しています。ぜひご覧ください。

　給食回数：19回　　　エネルギー：805kcal　　たんぱく質：32.0g　　脂質：23.9g　　カルシウム：438mg　　食塩相当量：2.8g

木26

金27

31 火

24 火

スナップえんどうは肉厚なさやで甘みが強く、シャキシャキとした歯ごたえが楽しめます。お楽しみに！

水25

５月（中学校） 三和学校給食共同調理場

水
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日本型食事献立

日本型食事献立

日本型食事献立


