
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

麦ごはん　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　とり肉 にんじん　大根 ごはん　大麦

さんまのかば焼き 豆腐　みそ 長ねぎ　しょうが さつまいも　でん粉 826 28.5 23.8 2.3

さつまいものみそ汁　　いちごとみかんのゼリー さんま　寒天 いちご　みかん 米油　砂糖　水あめ kcal g g g

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

とり肉のしょうが焼き マグロオイルフレーク 小松菜　もやし　白菜 砂糖　ごま油 785 33.0 25.0 2.7

ツナと白菜の煮びたし　　じゃがいもと玉ねぎのみそ汁 油揚げ　とり肉 しょうが　にんにく ごま kcal g g g

ごはん　　おかかふりかけ　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　ウィンナー　ちくわ(麦)　がんもどき こんにゃく　大根　にんじん ごはん　でん粉

炒り豆腐包み焼き うずら卵(卵)　豚肉　とり肉　だいず 玉ねぎ　枝豆　しょうが パン粉(麦) 818 32.5 29.1 2.7

カレーおでん(麦,卵) 豆腐　かつお節　ゼラチン　のり 干ししいたけ 砂糖　油 kcal g g g

ねじりパン(乳,麦)　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　とり肉 にんにく　にんじん　セロリ パン(乳,麦)　砂糖　米油

真鯛フライ(麦)　　ノンエッグタルタルソース 鯛　大豆 玉ねぎ　トマト　こんにゃく じゃがいも　でん粉　パン粉(麦) 807 33.9 30.8 2.5

いわきトマトのスープ　　オレンジ ピクルス　りんご　レモン　オレンジ ノンエッグマヨネーズ kcal g g g

10 月

ごはん　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　豆腐 大根　長ねぎ　もやし ごはん　米油

さばのみそ煮　　もやし炒め 油揚げ　みそ にんじん　小松菜　しょうが 砂糖　でん粉 771 36.6 22.0 2.7

大根と油揚げのみそ汁　　アセロラゼリー 豚肉　さば アセロラ　りんご kcal g g g

ごはん　味つけのり　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　豆腐　油揚げ なめこ　白菜　長ねぎ ごはん　砂糖

厚焼き卵(卵)　 みそ　豚肉　さつま揚げ 切り干し大根 米油　 735 31.1 20.5 2.8

切り干し大根と小松菜の油炒め　　なめこと白菜のみそ汁 かつお節　卵(卵)　のり にんじん　小松菜 水あめ kcal g g g

けんちんうどん〈ソフトめん(麦)＋けんちんかけ汁〉 牛乳(乳) にんじん　こんにゃく　ごぼう　干ししいたけ ソフトめん(麦)　里いも　米油　でん粉

牛乳(乳)　　栗コロッケ(麦) 油揚げ 大根　ほうれん草　長ねぎ　きくらげ　しょうが 小麦粉(麦)　砂糖　水あめ　さつまいも 833 36.6 21.2 2.8

伊達鶏ささみのきのこソースかけ(麦) とり肉 玉ねぎ　にんにく　りんご　しいたけ　しめじ　エリンギ じゃがいも　栗　パン粉(麦)　大豆油 kcal g g g

食パン(乳,麦)　　ふくしまりんごジャム　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　とり肉 玉ねぎ　にんじん パン(乳,麦)　じゃがいも

ブロッコリーとウィンナーのソテー チーズ(乳) グリンピース　とうもろこし 生クリーム(乳)　ルゥ(乳,麦) 815 30.2 26.7 2.0

ホワイトシチュー(乳,麦) ウィンナー ブロッコリー　りんご 米油　砂糖 kcal g g g

ごはん　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　とり肉 大根　長ねぎ　ほうれん草　しょうが ごはん　でん粉　春雨

揚げぎょうざ(麦)②　　マーボー春雨 豆腐　豚肉 玉ねぎ　たけのこ　にんじん　干ししいたけ ごま油　砂糖　水あめ 801 27.1 23.4 2.9

ほうれん草のとろみスープ みそ グリンピース　にんにく　キャベツ　にら 小麦粉(麦)　ラード　米油 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。たまご…（卵）　牛乳…（乳）　小麦…（麦） えび…（え） かに…（か）　　　

◆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。 ◆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。

◆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。　　　　 ◆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。

5 水

6 木

令和４年10月分　学校給食予定献立表（中学校） 　　　　　　　　　　　　今月の食育目標：運動と栄養について知ろう

四倉学校給食共同調理場

※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。　

　 　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３回常磐ものが登場します。今日は「さば」です！

11 火

　☆☆☆朝ごはんモデル献立②☆☆☆　朝ごはんを食べることは、運動に全力で取り組むためにも大切です。１日３回の食事で栄養をしっかりとり、けがをしにくい丈夫な体をつくりましょう！

12 水

　　　　　　　◎◎ふくしまを食べよう！～福島県「伊達鶏」～◎◎　「伊達鶏」は福島県伊達市で誕生し、やわらかくほどよい弾力と、味が濃く強いうまみが特徴です。味わって食べてください！

13 木

火4

給食はありません（中教研のため）

　◎◎生産者応援献立～愛媛県「真鯛」～◎◎　新型コロナウイルス感染症の影響で外食が減り、消費が減ってしまった「真鯛」の生産者を応援するメニューです！おいしく食べて生産者を応援しましょう！

7

14 金

金

スポーツの日

　★★★久之浜第一小学校リクエスト献立★★★　　「バランスがよいシンプルな献立にしました。この給食を食べて、午後も元気にがんばりましょう！」　(久一小より)

　☆☆☆朝ごはんモデル献立①☆☆☆　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！

17 月

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！

さつまいもは

秋が旬です。

和食献立

和食献立

カレー風味の洋風おでんです。

お楽しみに！



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)　豚肉　油揚げ 玉ねぎ　にんじん　 ごはん　じゃがいも

ほっけの昆布しょうゆ焼き 豆腐　大豆　みそ 長ねぎ　小松菜 砂糖　ごま 745 35.3 21.0 2.3

小松菜ともやしののりごま和え　　呉汁 のり　昆布　ほっけ もやし 水あめ　こめ油 kcal g g g

ポークカレーライス(乳,麦)〈ごはん〉　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　豚肉 玉ねぎ　にんじん　グリンピース ごはん　じゃがいも

キャベツとベーコンのソテー スキムミルク(乳)　チーズ(乳) にんにく　とうもろこし ルゥ(麦)　米油 887 26.8 21.1 3.1

はちみつレモンゼリー ベーコン キャベツ　レモン 水あめ　はちみつ kcal g g g

麦ごはん　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　豚肉 にんじん　大根　長ねぎ ごはん　大麦

揚げ出し豆腐(麦)②・甘酢あんかけ 油揚げ　みそ かぼちゃ　パプリカ　玉ねぎ ほうとうめん(麦)　米油 790 27.8 18.7 2.8

ほうとう(麦)　　オレンジ 豆腐 ピーマン　オレンジ 砂糖　でん粉　小麦粉(麦) kcal g g g

バーガーパン(乳,麦)　　スライスチーズ(乳)　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　とり肉 玉ねぎ　にんじん パン(乳,麦)　小麦ふすま(麦)

メンチカツ(麦)・ワインソースかけ 大豆　豚肉 ほうれん草 じゃがいも　米油　でん粉　 817 30.7 33.6 3.2

炒めキャベツ　　とり肉とじゃがいものスープ チーズ(乳) キャベツ 小麦粉(麦)　砂糖　パン粉(麦) kcal g g g

ごはん　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　豚肉 玉ねぎ　にんじん　干ししいたけ　 ごはん　でん粉

厚揚げのチリソース煮 とり肉 ほうれん草　たけのこ　ピーマン パン粉(麦)　春雨　 843 29.9 22.8 2.6

肉団子と春雨のスープ(麦)　　みかん 絹厚揚げ　みそ にんにく　しょうが　長ねぎ　みかん 米油　砂糖　水あめ kcal g g g

ごはん　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　鯛　わかめ たけのこ　みつば　れんこん ごはん　砂糖　米油

白ごまつくね(麦)② 豚肉　青大豆　みそ ごぼう　にんじん でん粉　ごま　ラード 771 35.4 22.2 2.4

根菜のみそ炒め　　鯛とわかめのすまし汁 大豆　とり肉　とりレバー しょうが　玉ねぎ パン粉(麦) kcal g g g

ごはん　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　生揚げ こんにゃく　にんじん ごはん　でん粉　里いも

かじきカツ(麦)　パックソース ひじき　とり肉 大根　長ねぎ 砂糖　米油 834 33.6 24.8 2.9

ひじきの油炒め　　八杯汁 大豆　かじき さやいんげん　りんご パン粉(麦) kcal g g g

あんかけラーメン〈中華ソフトめん(麦)＋あんかけスープ〉 牛乳(乳)　豚肉 にんじん　もやし　白菜 中華ソフトめん(麦)

牛乳(乳)　　焼売(麦)② いか　大豆 たけのこ　きくらげ　小松菜 米油　でん粉　小麦粉(麦) 845 34.7 22.3 3.1

ぶどうゼリー しょうが　玉ねぎ　ぶどう 砂糖　ごま油　ラード kcal g g g

コッペパン(乳,麦)　　牛乳(乳)・コーヒー 牛乳(乳)　とり肉 とうもろこし　白菜 パン(乳,麦)　ルゥ(乳,麦)

チリコンカン チーズ(乳) 玉ねぎ　にんじん 生クリーム(乳)　米粉 814 36.0 24.6 2.9

白菜とコーンのクリームスープ(乳,麦) 豚肉　大豆 にんにく　トマト 米油　砂糖 kcal g g g

ごはん　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　大豆　とり肉 枝豆　にんじん ごはん　じゃがいも

かつおの揚げびたし 昆布　絹厚揚げ ごぼう　こんにゃく 米油　砂糖 815 38.8 20.1 3.0

五目豆 さつま揚げ　かつお パプリカ でん粉 kcal g g g

24 月

 魚食給食 ②・かじきカツ給食 
　　　　　　　今日の「常磐もの」は「かじき」です！

21 金

10月（中学校）

18 火

火

　 　魚食給食③　 　　今日の「常磐もの」は「かつお」です！今日は、油で揚げたかつおに甘じょっぱいたれをかけたいわきの郷土料理「かつおの揚げびたし」にしました！

27 木

28 金

四倉学校給食共同調理場

給食回数：19回　　エネルギー：808kcal　　たんぱく質：32.6g　　脂質：23.9ｇ　　カルシウム：418ｍｇ　　食塩相当量：2.7ｇ

　★★★草野小学校絹谷分校リクエスト献立★★★　　「みんなで考えたバランスの良い献立にしたので、おいしく食べてください！」　(絹谷分校より)　

19 水

　◇◇山梨県郷土料理～ほうとう～◇◇　　　小麦粉を練って、ざっくり切っためんを野菜と一緒にみそ仕立ての汁で煮込んだ料理が「ほうとう」です。めんについている小麦粉でとろみがつきます。

20 木

25

　小名浜海星高校の生徒のみなさんは、毎年、練習船「福島丸」に乗り込み、およそ２か月間の遠洋航海実習で、船の操縦の仕方や
魚のとり方を学習しています。今日は生徒のみなさんが、南太平洋沖でとったかじきを使った「かじきカツ」です。おいしく食べましょう。

26 水

31 月

　☆☆☆和食の日献立☆☆☆　和食の基本である、「主食(ごはん)＋主菜(ほっけの昆布しょうゆ焼き)＋副菜(小松菜ともやしののりごま和え)＋汁もの(呉汁)」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。

和食献立

「常磐もの」は、
このマークが目印！

みかんはこれから

冬にかけてが旬です。

和食献立

「常磐もの」は、
このマークが目印！

和食献立

パンに、メンチカツとキャベツ 、

チーズをはさんで食べましょう。

パンにはさんだり、のせたりして食べましょう。


