
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

3 月

青菜ごはん　牛乳（乳） 牛乳（乳）　とり肉 大根の葉　ごぼう ごはん　小麦粉（麦）
揚げ出し豆腐 そぼろあんかけ② 油揚げ　大豆 にんじん　長ねぎ でん粉　米油 786 26.9 21.8 2.6
すいとん汁（麦） ゼラチン　豚肉　みそ ほうれん草 砂糖 kcal g g g

麦ごはん　牛乳（乳） 牛乳（乳）　豚肉　わかめ しょうが　にんにく　にんじん ごはん　大麦
さんま甘露煮　こんにゃくのおかか煮 豆腐　みそ　さんま もやし　長ねぎ　こんにゃく 米油　じゃがいも　 792 34.3 22.7 2.9
どさんこ汁（乳） とり肉　さつま揚げ　かつお節 さやいんげん バター（乳）　でん粉　砂糖 kcal g g g
食パン（乳,麦）　ブルーベリージャム　牛乳(乳） 牛乳（乳）　とり肉 にんじん　玉ねぎ パン（乳,麦）　小麦粉（麦）
野菜メンチカツ（麦） ソースかけ 大豆　豚肉　 もやし　白菜 でん粉　砂糖　パン粉（麦） 755 32.6 26.1 2.9
野菜スープ 小松菜　キャベツ 大豆油　米油　ブルーベリージャム kcal g g g
チキンカレーライス（乳,麦）　牛乳（乳） 牛乳（乳）　とり肉 にんにく　にんじん　 ごはん　米油
青菜とベーコンのソテー チーズ（乳） 玉ねぎ　とうもろこし じゃがいも　カレールウ（麦）　 825 25.5 23.3 3.3
オレンジ スキムミルク（乳）　ベーコン オレンジ 小松菜 ハヤシルウ（麦） kcal g g g
みそかけうどん〈ソフトめん（麦）＋みそかけ汁〉 牛乳（乳） にんにく　しょうが ソフトめん（麦）　米油
さつまいもの天ぷら②（麦） 豚肉 干ししいたけ　にんじん 小麦粉（麦）　さつまいも　油 801 33.7 17.5 3.3
ミニフィッシュ みそ　煮干し もやし　とうもろこし　長ねぎ でん粉　コーンスターチ　砂糖 kcal g g g
トマにゃんキムチ丼〈ごはん〉                   　　 牛乳（乳） 昆布 ごぼう　にんじん　こんにゃく ごはん　米油　じゃがいも　砂糖
牛乳（乳）                        豆腐　みそ 大根　長ねぎ　トマト　しょうが 米粉　ごま　ごま油　でん粉 760 28.3 19.3 2.2
みそけんちん汁　ココア豆乳プリン                        豚肉　豆乳 にら　にんにく　白菜　もやし 水あめ　油　ココア kcal g g g
ねじりパン（乳,麦）　牛乳（乳） 牛乳（乳） にんじん　玉ねぎ　かぶ パン（乳,麦）　砂糖
オムレツ（卵） チリソースかけ ウインナー キャベツ　さやいんげん マーガリン（乳）　じゃがいも 783 27.4 27.7 3.0
ポトフ　オレンジ 卵（卵） にんにく　しょうが　長ねぎ　オレンジ でん粉　大豆油　米油 kcal g g g

ごはん　牛乳（乳） 牛乳（乳）　鯛 　　　　　　にんじん　大根　長ねぎ ごはん　
チキンカツ（麦）　もやしと豚肉の油炒め 豆腐　大豆 　　　　　　　ほうれん草　干ししいたけ 小麦粉（麦）　パン粉（麦） 794 38.6 24.3 3.1
鯛のうしお汁 とり肉　豚肉 たけのこ　もやし　キャベツ　にら 米油 kcal g g g

ごはん　牛乳（乳） 牛乳（乳）　豚肉　いか しょうが　干ししいたけ　にんじん　もやし ごはん　米油　でん粉
しそぎょうざ②（麦） かまぼこ　オイスターソース たけのこ　玉ねぎ　青しそ　にんにく ごま油　小麦粉（麦） 750 28.7 19.3 2.4
八宝菜　オレンジ とり肉　大豆　 キャベツ　さやいんげん　オレンジ 砂糖　油　ラード kcal g g g

　自分で選んだ給食を食べる日です。セレクト給食は、食べ物の栄養の違いを見て自分の体のことを考えて食べ物を選ぶ練習です。

配膳がスムーズにいくように、自分がどちらのコースを選んだか確認しておきましょう。

ごはん　牛乳（乳） 牛乳（乳）　豚肉　 にんじん　大根　こんにゃく ごはん　じゃがいも
とり肉のガーリックソースかけ みそ　とり肉　豆腐 玉ねぎ　長ねぎ でん粉　米油 840 33.0 26.3 2.1
豚汁　牛乳プリン(乳） 練乳(乳) パセリ　にんにく　レモン 砂糖　 kcal g g g
ごはん　牛乳（乳） 牛乳（乳）　 にんじん　大根　こんにゃく ごはん　じゃがいも　
さけのみそマヨネーズ焼き 豚肉　豆腐 玉ねぎ　長ねぎ　 ノンエッグマヨネーズ 770 35.4 18.3 2.0
豚汁　レモンソーダゼリー みそ　さけ りんご　レモン 砂糖　米粉 kcal g g g

　　　　　　　　　　　　　　　　給食はありません　（市中教研授業公開のため）

☆ 一汁二菜の日 ☆　主食（ごはん）、主菜（魚・肉・卵・豆のおかず）、副菜（主に野菜料理）、汁物がそろった一汁二菜の献立です。
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小名浜学校給食共同調理場

4 火

♪小名浜第二中学校リクエストメニュー♪　 メッセージ♬　「全校で募集したものを組み合わせて作りました。人気のメニューばかりです。残さず食べましょう。」

☆ 一汁二菜の日 ☆　主食（ごはん）、主菜（魚・肉・卵・豆のおかず）、副菜（主に野菜料理）、汁物がそろった一汁二菜の献立です。

☆セレクト給食☆
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令和４年10月分 学校給食予定献立表 （中学校）

 

いわき産の 

トマトを使います。 

福島県産の 

豚肉です。 



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

麦ごはん　牛乳（麦） 牛乳（乳）　とり肉 にんじん ごはん　大麦
さばのみそ煮 さつま揚げ　厚揚げ 玉ねぎ 米油　じゃがいも 788 31.5 18.5 2.5
じゃがいものそぼろ煮 さば　みそ さやいんげん 砂糖　でん粉　 kcal g g g
コッペパン（乳,麦）　ももジャム　牛乳（乳） 牛乳（乳）　ベーコン にんにく　にんじん　セロリ パン（乳,麦）　米油　じゃがいも
ポテトとお米のささみカツ ブロッコリーソテー　 白いんげん豆　大豆 玉ねぎ　トマト　枝豆 でん粉　砂糖　油 805 34.0 25.1 2.7
ミネストローネ とり肉　ウインナー とうもろこし　ブロッコリー 米粉パン粉　ももジャム kcal g g g

ごはん　牛乳（乳）             牛乳（乳）　とり肉 大根　玉ねぎ　かぼちゃ ごはん
赤魚の香味焼き  五目きんぴら            油揚げ　みそ　豚肉 こねぎ　しょうが　レモン 砂糖 742 33.7 16.3 2.8
かぼちゃのみそ汁      　　　赤魚　　さつま揚げ ごぼう　にんじん　 米油 kcal g g g

ごはん　牛乳（乳）　 牛乳（乳）　油揚げ 大根　小松菜　長ねぎ ごはん　じゃがいも
いかナゲット②　豚肉のうま煮 豆腐　みそ　たら　いか 干ししいたけ　こんにゃく　にんじん でん粉　砂糖　大豆油 765 32.8 20.6 2.6
大根のみそ汁 豚肉　高野豆腐 玉ねぎ　さやいんげん タピオカ粉　米油 kcal g g g
タンタンめん〈中華ソフトめん（麦）＋タンタンスープ〉 牛乳（乳）　豚肉　みそ　大豆 にんにく　しょうが　にんじん 中華ソフトめん（麦）　米油
牛乳（乳）　ポークしゅうまい（麦）② 　　　　　　　　　　ほたて たけのこ　玉ねぎ　もやし ねりごま　小麦粉（麦） 824 38.2 20.3 3.1
りんごゼリー 　　　　　　　　　　とり肉 りんご　長ねぎ　チンゲンサイ　 ごま　でん粉　砂糖　ラード kcal g g g

ごはん　牛乳（乳） 牛乳（乳）　生揚げ　大豆 ごぼう　にんじん　大根 ごはん　　
かじきカツ（麦） ソース　ひじきの油いため かじき　とり肉 こんにゃく　長ねぎ　 でん粉　パン粉（麦） 833 33.5 23.1 3.4
八杯汁 干しひじき　さつま揚げ 干ししいたけ　さやいんげん さといも　米油　砂糖 kcal g g g
バターロールパン（乳,麦）　牛乳（乳） 牛乳（麦）　とり肉 にんじん　玉ねぎ　にんにく パン（乳,麦）　砂糖　生クリーム（乳）

野菜のホットサラダ チーズ（乳）　スキムミルク（乳） マッシュルーム　とうもろこし さつまいも マーガリン（乳）　米油 811 27.6 29.5 2.6
さつまいものシチュー（乳,麦） ハム もやし　キャベツ　ほうれん草 シチュールウ（乳,麦）　ごま kcal g g g

ごはん　牛乳（乳） 牛乳（乳）　豚肉　豆腐 にんじん　大根　 ごはん　じゃがいも
かつおの南蛮づけ 大豆　みそ 玉ねぎ　長ねぎ でん粉　米油 807 36.9 20.8 2.3
呉汁　みかん 油揚げ　かつお しょうが　みかん 砂糖 kcal g g g

ごはん　牛乳（乳）コーヒー 牛乳（乳）　とり肉 にんじん　玉ねぎ　 ごはん　でん粉
ハンバーグ おろしソースかけ 大豆　卵（卵） 小松菜　しょうが　にんにく 砂糖　ラード 746 29.6 18.9 2.8
卵スープ（卵） 豚肉 トマト　大根 米油 kcal g g g
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26 水

※ 学校給食では［そば・落花生］を使用しておりません。※食材は、安全を確認したものを使用します。そのため食材がそろわない時には、献立や使用食材を変更する場合があります。

27 木

※ アレルギー物質を含む献立・食品の場合は、名称のうしろに(　)で表記してあります。　たまご…(卵)・牛乳…(乳)・小麦…(麦)・えび…(え)・かに…(か)

31 月

♪小名浜第三小学校リクエストメニュー♪　 メッセージ♬　「がんばって作ってくれた人に感謝の気持ちで食べてほしいです！」

 　　今日は、小名浜海星高等学校の生徒のみなさんが、実習船「福島丸」でとってきた「かじき」がカツになって登場します。
   いわき市の郷土料理の八杯汁といっしょに味わって食べてください。

 魚食給食 　いわき市では毎月7日を「魚食の日」としています。今日の給食の常磐ものは「かつお」です。
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１０月（中学校）
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水

 魚食給食 ・かじきカツ給食

 魚食給食 　いわき市では毎月7日を「魚食の日」としています。給食でも毎月「常磐もの」を給食に取り入れていきます。今日は「さば」です。

☆朝食モデルメニュー☆　　主食(ごはん)、主菜(魚・肉・卵・豆のおかず)、副菜(主に野菜料理)、汁物がそろった一汁二菜の献立で、日本型食事の理想的な朝ごはんメニューです。

☆ 一汁二菜の日 ☆　主食（ごはん）、主菜（魚・肉・卵・豆のおかず）、副菜（主に野菜料理）、汁物がそろった一汁二菜の献立です。

金21

小名浜学校給食共同調理場

給食回数 19回 平均栄養価：エネルギー789kcal たんぱく質32.1ｇ 脂質22.0ｇ カルシウム412ｍｇ 食塩相当量2.7ｇ

福島県産の 

りんごを使用しています。 

福島県産の 

卵です。 




