
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

ごはん　牛乳(乳) 牛乳(乳)　豚肉　とり肉 にんじん　玉ねぎ ごはん　春雨

ハンバーグ(麦)・野菜あんかけ 大豆　青のり ピーマン　チンゲンサイ でん粉　パン粉(麦) 737 27.8 18.7 2.2

春雨スープ　　大豆小魚 しょうが 砂糖　ごま kcal g g g

 　魚食 給食 　

ごはん　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　わかめ　豆腐 もやし　長ねぎ ごはん　じゃがいも　

目光の唐揚げ②　　まめみそ みそ　めひかり　大豆 でん粉　米油 759 30.9 23.8 2.4

わかめ汁 砂糖　ごま kcal g g g

3 木

ﾊﾞｰｶﾞｰﾊﾟﾝ(乳 麦)　ｽﾗｲｽﾁｰｽﾞ(乳)　牛乳(乳) 牛乳(乳)　とり肉　大豆 玉ねぎ　にんじん　オレンジ バーガーパン(乳 麦)　砂糖

スラッピージョー チーズ(乳)　スキムミルク(乳) ピーマン　マッシュルーム じゃがいも　ﾎﾜｲﾄﾙｳ(麦 乳)　米粉 842 39.4 26.7 3.8

コーンポタージュ(乳 麦)　　オレンジ 豚肉　豆乳 グリンピース　とうもろこし ｵﾘｰﾌﾞ油　米油　生ｸﾘｰﾑ(乳) kcal g g g

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

白ごまつくね(麦)②　茎わかめの油炒め とり肉　とりレバー　 大根　こんにゃく　 米油　でん粉　砂糖 746 28.3 19.1 3.1

けんちん汁　　 さつま揚げ　茎わかめ 干ししいたけ　玉ねぎ ごま　パン粉(麦) kcal g g g

ごはん　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　豚肉 にんにく　しょうが　大根　にら　トマト ごはん　砂糖　ごま油

揚げぎょうざ(麦)② 厚揚げ　みそ　 玉ねぎ　長ねぎ　にんじん　キャベツ でん粉　米油　水あめ 868 28.0 26.3 2.3

マーボー大根　　　　グミ ゼラチン たけのこ　こねぎ　干ししいたけ　りんご 米粉　小麦粉(麦) kcal g g g

麦ごはん　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　とり肉 かぼちゃ　にんじん　白菜 ごはん　大麦

さんまのおろし煮 油揚げ　みそ　 長ねぎ　しめじ　大根 ほうとう(麦)　でん粉 798 27.7 17.9 2.8

ほうとう(麦)　　りんご さんま りんご 砂糖 kcal g g g

☆☆　好間第四小学校リクエスト献立　☆☆

チキンカレーライス(乳 麦)　牛乳(乳) 牛乳(乳)　とり肉　豚肉 玉ねぎ　にんじん　にんにく ごはん　パン粉(麦)　春雨

ヒレカツ(麦)　野菜サラダ スキムミルク(乳)　 キャベツ　もやし　いちご　 砂糖　カレールウ(乳 麦) 945 31.4 26.2 3.2

いちごクレープ チーズ(乳)　　豆乳 グリンピース　レモン 米油　じゃがいも　ごま油 kcal g g g

メロンパン(卵 乳 麦)　牛乳(乳) 牛乳(乳)　とり肉 玉ねぎ　にんじん メロンパン(卵 乳 麦)

ブロッコリーのソテー まぐろフレーク ほうれん草　ブロッコリー じゃがいも　砂糖 778 31.1 23.5 2.7

とり肉とじゃがいものスープ　ヨーグルト(乳) ヨーグルト(乳) とうもろこし　 オリーブオイル kcal g g g

ごはん　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　とり肉　油揚げ 玉ねぎ　にんじん　 ごはん　でん粉

肉団子(麦)②　こんにゃくと大豆の煮物 豆腐　みそ　豚肉　ちくわ(麦) ほうれん草　こんにゃく 砂糖　米油　ごま 785 32.5 22.4 2.8

ほうれん草のみそ汁 大豆　昆布　かつお節 じゃがいも　小麦粉(麦) kcal g g g

ごはん　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　豆腐　卵(卵) にら　にんじん　玉ねぎ ごはん　でん粉

納豆　　ひじきの油炒め とり肉　干しひじき こんにゃく　しいたけ 砂糖　米油　 778 31.5 20.3 2.7

にらたま汁(卵) 油揚げ　納豆 さやいんげん kcal g g g

ごはん　牛乳(乳) 牛乳(乳)　豆腐　みそ なめこ　大根　白菜 ごはん　小麦粉(麦)

チキンカツ(麦)　　ソース　 大豆　とり肉　のり 長ねぎ　ほうれん草　にんじん パン粉(麦)　米油 785 27.7 20.0 2.5

いそあえ　　なめこ汁 もやし　 砂糖 kcal g g g

16 水

「全部大好きな物だからリクエストしました。おいしく食べてね！」（好間第四小学校より）

11 金

15 火

14 月

7 月

8 火

9 水

10 木

2 水

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「常磐もの」を給食に取り入れています。今回は「めひかり」です。
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　　　　　令和４年１１月分  学校給食予定献立表 （中学校） 今月の食育目標　：　和食の良さを知ろう

今月は、地元でとれた食材をたくさん使用します。味わっていただきましょう。 三和学校給食共同調理場

1 火

日本型食事献立

日本型食事献立

日本型食事献立

かみかみメニュー

皮つきです。よく

かんでたべましょう。

かみごたえのあるグミです！

かみかみメニュー

かみかみﾒﾆｭｰ

日本型食事献立

夕食は塩分をひかえめに。

パンにはさんで食べましょう。

日本型食事献立



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

タンタンメン　　　　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　豚肉　みそ にんじん　長ねぎ　チンゲンサイ 中華ソフトめん(麦)　ごま
【中華ｿﾌﾄめん(麦)＋タンタンスープ(麦)】 ほたて　青のり もやし　きくらげ　しょうが　玉ねぎ 小麦粉(麦)　ごま油　砂糖 722 36.2 20.3 3.2

青のりポテト(乳)　一口いちごゼリー ゼラチン　寒天 にんにく　枝豆　いちご　レモン じゃがいも　バター(乳) kcal g g g

 　魚食 給食 　

コッペパン(乳 麦)　　梨ジャム　 牛乳(乳)　とり肉　 玉ねぎ　チンゲンサイ　トマト パン(乳 麦)　じゃがいも

牛乳(乳)　かじ○
まる

コロッケ(麦) ベーコン　かじき しそ　ほうれん草　エリンギ でん粉　小麦粉(麦)　バター(乳) 725 31.9 25.2 3.0

ほうれん草とｴﾘﾝｷﾞのｿﾃｰ(乳)　ﾄﾏﾄｽｰﾌﾟ(卵) 卵(卵) にんじん　とうもろこし　梨　レモン パン粉(麦)　米油　砂糖　水あめ kcal g g g
ごはん　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　大豆　豚肉 長ねぎ　にんじん　こんにゃく ごはん　砂糖
親子煮(卵) 油あげ　豆腐　みそ 玉ねぎ　こねぎ　みかん じゃがいも 780 33.9 19.4 2.5
呉汁　　みかん とり肉　なると　卵(卵) kcal g g g
麦ごはん　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　豚肉　豆腐 にんじん　ごぼう　大根 ごはん　大麦
豚肉のうま煮　　ミニトマト② みそ　凍り豆腐 長ねぎ　こんにゃく　干ししいたけ さつまいも　砂糖 726 28.7 14.6 2.2
さつまいものみそ汁　 玉ねぎ　さやえんどう　ミニトマト kcal g g g

23 水

ごはん　牛乳(乳) 牛乳(乳）　とり肉　 ごぼう　にんじん　長ねぎ ごはん　じゃがいも
常磐ひらめの磯辺揚げ 油揚げ　ひらめ しめじ　しいたけ　なめこ でん粉　砂糖 790 34.9 22.2 2.3
れんこんと豚肉のみそ炒り あおさ　豚肉 えのきたけ　しょうが　こんにゃく 米油 kcal g g g

とりつくね入りきのこ汁　お茶豆乳プリン みそ　豆乳 れんこん　さやいんげん　抹茶
うずまきパン　　牛乳(乳)・コーヒー 牛乳(乳)　とり肉 玉ねぎ　かぼちゃ パン(乳 麦)　じゃがいも
ひよこ豆のソテー スキムミルク(乳)　チーズ(乳) 枝豆 砂糖　米油 886 33.6 29.9 2.5
かぼちゃのシチュー(乳 麦) ウインナー　ひよこ豆 ホワイトルウ(乳 麦)　 kcal g g g

ごはん　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　豚肉　 こんにゃく　にんじん　長ねぎ ごはん　
厚焼き卵(卵) 焼き豆腐　卵(卵) 白菜　しいたけ 砂糖　米油 781 31.9 21.2 2.1
すき焼き(麦)　　みかん 小松菜　みかん 焼き麩(麦) kcal g g g

チャーハン(乳)〈減量ごはん〉　牛乳(乳) 牛乳(乳)　 にんじん　玉ねぎ　にら ごはん　春雨　パン粉(麦)　くり　でん粉

焼き栗コロッケ(麦) とり肉　卵(卵) きくらげ　長ねぎ 米油　砂糖　ごま油　さつまいも 771 26.6 23.3 3.0
中華卵スープ(卵) 豆腐　焼豚 グリンピース バター(乳)　小麦粉(麦)　じゃがいも kcal g g g

☆☆　高野小学校６年生リクエスト献立　☆☆

麦ごはん　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　豚肉　豆腐 こんにゃく　玉ねぎ　長ねぎ ごはん　じゃがいも
さばのみそ煮　 みそ　さば にんじん　大根　りんご でん粉　砂糖 751 28.3 18.6 2.1

豚汁　　　りんご 大麦 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。　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。

火

          勤　労　感　謝　の　日

◎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。

24 木

25 金

30 水

「体があたたまる給食にしました。りんごは秋にぴったりの果物です！」（高野小学校６年生より）※「こんにゃくと大豆の煮物」は別日に実施しました。

29 火

28 月

　給食回数：20回　　　エネルギー：790kcal　　たんぱく質：31.1g　　脂質：22.0g　　カルシウム：467mg　　食塩相当量：2.7g

☆地元料理人による「和食給食」　献立☆　～だしで味わう和食の日～　 魚食給食

１１月（中学校） 三和学校給食共同調理場

17 木

18 金

今月２回目の魚食は、常磐ものの「かじき」と、いわき市の伝統野菜「おくいも」を使った「カジ○
ま る

コロッケ」です。湯本高校の生徒が考えま

した。「カジ〇コロッケを食べて、みんながまあるい笑顔になりますように」との願いを込めて名付けられました。

21 月

22

和食の基本は「だし」です。だしを味わう本格的な和食の献立を、いわき市平にある和食料理店「田町平安」の鈴木伸明さんが 

考えました。秋が旬のきのこを取り入れた、とりつくね入りきのこ汁は、昆布・かつお節のだしを使っています。 

また、今日の魚食給食は、ひらめの磯辺揚げです。  

「和食は世界に誇れるすばらしい食文化 

です。 もっと和食を好きになってほしい 

です。」 鈴木さん より 

皮つきです。よく

かんでたべましょう。


