
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 エネルギーになる食品 ｴﾈﾙｷﾞｰ たんぱく質 脂質 食塩
相当量

ごはん　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　豆腐 玉ねぎ　小松菜　にんじん　長ねぎ ごはん　じゃがいも　砂糖

野菜ととり肉のつくね(麦) みそ　とり肉 れんこん　切り干し大根　ごぼう でん粉　パン粉(麦) 755 29.8 17.2 2.8

切り干し大根とごぼうの含め煮　　小松菜のみそ汁 大豆　油揚げ 干ししいたけ　さやいんげん 水あめ　米油 kcal g g g
食パン(乳,麦)　　マーシャルビーンズ(乳)　　牛乳(乳)　 牛乳(乳)　とり肉 にんじん　玉ねぎ パン(乳,麦)　砂糖　でん粉

オムレツ(卵)・デミグラスソースかけ(麦) 卵(卵) えのきたけ　とうもろこし 油　デミグラスソース(麦) 775 29.3 29.0 2.7

オニオンスープ パセリ　マッシュルーム マーシャルビーンズ(乳) kcal g g g

ごはん　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　豚肉 玉ねぎ　にんじん ごはん　砂糖

さんまのおろし煮 絹厚揚げ こんにゃく　干ししいたけ でん粉 825 34.1 24.0 2.7

豚肉のうま煮 さんま　高野豆腐 さやえんどう　大根 kcal g g g

ごはん　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　豚肉 こんにゃく　玉ねぎ　にんじん ごはん　じゃがいも

豆腐ハンバーグ(麦)・野菜あんかけ みそ　とり肉　豆腐 大根　長ねぎ　ピーマン でん粉　パン粉(麦) 779 26.6 17.2 2.4

豚汁　　ぶどうゼリー パプリカ　えのきたけ　ぶどう 砂糖 kcal g g g

ごはん　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　生揚げ 大根　にんじん　ごぼう ごはん　じゃがいも

かつおの揚げびたし かつお　みそ こんにゃく　長ねぎ でん粉　米油　砂糖 745 31.6 16.6 2.2

いなか汁　　グレープフルーツ しょうが　グレープフルーツ kcal g g g

ごはん　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　とり肉 玉ねぎ　もやし　干ししいたけ ごはん　ワンタン(麦)

豚肉と野菜のバーベキューソテー みそ　豚肉　かたくちいわし 長ねぎ　チンゲンサイ　にんにく 米油　砂糖 778 34.1 18.7 3.0

みそワンタンスープ(麦)　　小魚大豆 青のり　大豆 しょうが　にんじん　キャベツ ごま　でん粉 kcal g g g

うずまきパン(乳,麦)　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　とり肉　チーズ(乳) 玉ねぎ　とうもろこし パン(乳,麦)　砂糖　コーンスターチ

ウィンナーとキャベツのソテー スキムミルク(乳)　大豆　豚肉 にんじん　キャベツ　小松菜 じゃがいも　生クリーム(乳)　でん粉 891 31.0 30.1 2.7

コーンポタージュ(乳,麦)　　お月見ゼリー ウィンナー　寒天 ぶどう　みかん ラード　小麦粉(麦)　米油　水あめ kcal g g g

ごはん　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　豚肉　油揚げ 玉ねぎ　長ねぎ ごはん　じゃがいも

鮭の塩焼き　　 豆腐　大豆　みそ　鮭 こんにゃく　にんじん 米油　砂糖 806 38.2 23.4 3.1

こんにゃくのおかか煮　　呉汁 とり肉　さつま揚げ　かつお節 さやいんげん kcal g g g

ごはん　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　みそ 玉ねぎ　なめこ ごはん　じゃがいも　砂糖

カレーメンチカツ(麦)　　 とりレバー　とり肉　油揚げ 長ねぎ でん粉　パン粉(麦) 811 27.1 24.0 3.0

ひじきの油炒め　　なめことじゃがいものみそ汁 ひじき　さつま揚げ　青大豆 にんじん 小麦粉(麦)　米油 kcal g g g

ごはん　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　豆腐 にんじん　ごぼう　大根 ごはん　じゃがいも

ちくわの磯辺揚げ(麦) ちくわ(麦)　青のり 長ねぎ　れんこん　こんにゃく 米油　でん粉 736 25.1 17.3 2.9

れんこんのみそ炒め　　しょうゆけんちん汁 豚肉　みそ さやいんげん　しょうが 砂糖 kcal g g g

ごはん　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　とり肉 玉ねぎ　長ねぎ　ほうれん草　しょうが ごはん　でん粉　砂糖　ラード

野菜春巻き(麦)　　マーボーなす 豆腐　豚肉　みそ にんにく　にんじん　キャベツ　なす 春雨　小麦粉(麦)　大豆油　米油 814 25.6 26.3 2.7

とり肉と青菜のとろみスープ 干ししいたけ　たけのこ　ピーマン 粉あめ　水あめ　米粉 kcal g g g

水

　☆☆☆和食の日献立☆☆☆　和食の基本である、「主食(ごはん)＋主菜(野菜ととり肉のつくね)＋副菜(切り干し大根とごぼうの含め煮)＋汁もの(小松菜のみそ汁)」のそろった献立は、栄養のバランスが整いやすくなります。

☆☆☆朝ごはんモデル献立☆☆☆　主食・主菜・副菜・汁物がそろった栄養バランスのよい朝ごはんを食べると、脳がより活発にはたらいて集中力が高まりますよ！毎日朝ごはんを食べましょう！
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月
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　令和４年9月分  学校給食予定献立表 （中学校） 　　　　　　　　　　今月の食育目標：規則正しい食事をしよう

四倉学校給食共同調理場

1 木

5

9 金

　　🐟魚食給食①🐟　　いわき市では毎月7日を「魚食の日」と制定しました。給食でもいわき市で水揚げされた魚「常磐もの」を取り入れていきます。今月は２回常磐ものが登場します。今日は「かつお」です！

☆☆☆行事食「十五夜お月見」献立☆☆☆　　今年は9月10日が、十五夜(中秋の名月)です。十五夜には、だんごや里いも、さつまいも、くだものなどをお供えして、月見をする風習があります。満月が見られるといいですね。

12 月

8 木

7

13 火

14 水

15 木

はしは、毎日持って帰って、きれいに洗いましょう。次の日も、忘れずに持ってきましょう！

「常磐もの」は

このマークが目印‼

さんまは、秋が旬です。

今月からリクエスト献立が

始まります！お楽しみに♪

和食献立

和食献立

和食献立

和食献立

いわき市産の

おいしいなめこを

使用します。



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 エネルギーになる食品 ｴﾈﾙｷﾞｰ たんぱく質 脂質 食塩
相当量

きのこうどん＜ソフトめん(麦)+きのこかけ汁＞ 牛乳(乳)　とり肉 玉ねぎ　にんじん　干ししいたけ ソフトめん(麦)

牛乳(乳)　　さつまいもの甘煮 なると しめじ　えのきたけ さつまいも 805 31.8 10.6 3.0

梨 なめこ　ほうれん草　梨 砂糖　水あめ kcal g g g

19 月

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

ほっけの昆布しょうゆ焼き ほっけ　昆布　高野豆腐 とうもろこし　ブロッコリー 砂糖　水あめ 771 33.6 22.8 2.2

ブロッコリーのおかかマヨネーズ和え　ほうれん草のみそ汁 マグロオイルフレーク　かつお節 にんじん ノンエッグマヨネーズ kcal g g g

ケチャップライス＜減量ごはん＞　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　豚肉 玉ねぎ　キャベツ　ほうれん草 ごはん　オリーブオイル

とり肉のバジル焼き とり肉 もやし　にんにく　ピーマン　にんじん 米油　砂糖 767 29.2 20.6 3.0

野菜スープ　　冷凍パイン 大豆 とうもろこし　トマト　パインアップル kcal g g g

麦ごはん　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　豚肉 玉ねぎ　にんじん ごはん

いわしの梅煮 いわし こんにゃく 大麦　じゃがいも 853 33.6 21.6 2.7

肉じゃが グリンピース　梅 砂糖　米油　でん粉 kcal g g g

23 金

ごはん　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　わかめ　豆腐 玉ねぎ ごはん　でん粉　

まだらフライ(麦)　　パックソース 油揚げ　みそ　大豆 ごぼう パン粉(麦) 846 31.9 25.0 2.9

五目きんぴら　　玉ねぎとわかめのみそ汁 豚肉　さつま揚げ　まだら にんじん　さやいんげん　りんご 米油　砂糖 kcal g g g

チキンカレーライス(乳,麦)＜麦ごはん＞　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　とり肉 玉ねぎ　にんじん　グリンピース ごはん　大麦　じゃがいも

ブロッコリーとウィンナーのソテー スキムミルク(乳)　チーズ(乳) にんにく　とうもろこし カレールゥ(麦)　コーンスターチ 889 28.9 24.8 3.2

オレンジ ウィンナー ブロッコリー　オレンジ 小麦粉(麦)　米油 kcal g g g

ツナごはん＜減量ごはん＞　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　豆腐　油揚げ 大根　ほうれん草 ごはん　砂糖

いかナゲット② みそ　マグロオイルフレーク にんじん でん粉　タピオカ粉 843 34.5 30.3 3.1

大根のみそ汁　　牛乳プリン(乳) いか　たら　練乳(乳) 大豆油　米油 kcal g g g

塩ラーメン＜中華ソフトめん(麦)+塩味スープ＞ 牛乳(乳)　豚肉 にんじん　たけのこ　もやし　キャベツ 中華ソフトめん(麦)　米油

牛乳(乳)・コーヒー　　しそぎょうざ②(麦) とり肉　大豆 とうもろこし　きくらげ　長ねぎ　しょうが ごま油　砂糖　でん粉 830 32.3 20.4 3.2

グレープフルーツ にんにく　しそ　玉ねぎ　グレープフルーツ ラード　小麦粉(麦) kcal g g g

コッペパン(乳,麦)　　マーマレードジャム　　牛乳(乳) 牛乳(乳) にんじん　玉ねぎ　マッシュルーム パン(乳,麦)　じゃがいも

かぼちゃのコロッケ(麦) とり肉 トマト　さやいんげん　にんにく 米油　砂糖　でん粉 873 31.6 26.4 3.0

とり肉とじゃがいものトマト煮 白いんげん豆 かぼちゃ　みかん　オレンジ パン粉(麦)　小麦粉(麦) kcal g g g

◆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。

                 卵…（卵）　牛乳…（乳）　小麦…（麦）　えび…（え）　かに…（か） ◆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ので、ぜひご覧ください。

◆給食の食材は、安全を確認しながら使用しています。そのため、献立内容や産地を変更する場合があります。 ◆減量ごはん・パンは、通常のごはん・パンより原料の精白米および小麦粉が10ｇ少なくなっています。

※栄養価や調理作業等を考慮し、献立の一部を変更しています。

※栄養価や調理作業等を考慮し、献立の一部を変更しています。

★★★久之浜中学校リクエスト献立★★★　「みんなが好きで栄養のある料理です。しっかりとかんで食べてください！」(久之浜中より)　　　　　　※栄養価や調理作業等を考慮し、献立の一部を変更しています。

★★★平第三小学校リクエスト献立★★★　「平三小４～６年生の給食委員会みんなで考えました！ごほうびメニューです。朝からテンションをあげて味わって食べましょう！」(平三小より)
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　　🐟魚食給食②🐟　　今日の「常磐もの」は「まだら」です。まだらは、体長が約１ｍになり、体がまだら模様をしていることから、その名がついたとも言われています。初登場の「まだらフライ」をお楽しみに！

★★★平第六小学校リクエスト献立★★★　「栄養バランスを考えて、みんなが好きなものを選びました。残さずおいしく食べてください！」(平六小より)

9月（中学校） 四倉学校給食共同調理場

20 火

16

27 火

敬老の日

水

28 水

29 木

30 金

◆給食センターでは、原材料にそば・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。

秋分の日

給食回数：20回　　　エネルギー：810kcal　　たんぱく質：31.0g　　脂質：22.3g　　カルシウム：412mg　　食塩相当量：2.8g

なしは、今が旬だっペア。

ケチャップライスの具とごはんを

よく混ぜてから、よそいましょう。

「常磐もの」はこのマークが目印‼

和食献立

和食献立

いわき市産のおいしい

トマトを使うニャ♪

さつまいもは

秋が旬です。


