
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

☆☆☆入学・進級お祝い献立☆☆☆

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

白身魚ﾌﾗｲ(麦)　ｿｰｽ　野菜ののりごまあえ みそ　たら　のり にんじん　大根　ほうれん草 でん粉　パン粉(麦)　米油 886 30.1 23.6 2.5

豚汁　　お祝いいちごゼリー 豆乳 もやし　いちご ごま　砂糖　水あめ kcal g g g

ドッグパン(乳 麦)　　牛乳(乳)・コーヒー 牛乳(乳)　とり肉　チーズ(乳) とうもろこし　キャベツ パン(乳 麦)　砂糖　米粉  

チリコンカン 大豆　豚肉　スキムミルク(乳) にんじん　玉ねぎ　にんにく ホワイトルウ(乳 麦) 795 35.8 23.0 2.8

キャベツのクリームスープ(乳 麦)　 えんどう豆　ひよこ豆　いんげん豆 生クリーム(乳)　米油 kcal g g g

　　　♦　日本型食事献立　♦

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

さんまのおろし煮　　こんにゃくのおかか煮 みそ　かつお節　さんま こんにゃく　にんじん でん粉　米油 768 30.1 21.2 2.9

ほうれん草のみそ汁 とり肉　さつま揚げ さやいんげん　 砂糖 kcal g g g

黒糖パン(乳 麦)　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　スキムミルク(乳) 玉ねぎ　にんじん　とうもろこし 黒糖パン(乳 麦)　砂糖　でん粉

コロッケ(麦)・ワインソースかけ ベーコン　大豆　チーズ(乳) キャベツ　ほうれん草 コーンスターチ　小麦粉(麦) 828 29.3 27.2 2.7

野菜スープ　　チーズ(乳) さやいんげん パン粉(麦)　米油　じゃがいも kcal g g g

麦ごはん　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　油揚げ　とり肉 こんにゃく　にんじん　玉ねぎ 麦ごはん　でん粉　砂糖

照り焼きハンバーグ(麦)　 さつま揚げ　豚肉　ちくわ(麦) 長ねぎ　しょうが　えのきたけ パン粉(麦)　マヨネーズ 807 30.6 24.0 2.9

キャベツのみそマヨあえ(麦)　たぬき汁 わかめ　みそ キャベツ　小松菜　とうもろこし ごま　 kcal g g g

ごはん　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　卵(卵) とうもろこし　玉ねぎ　小松菜 ごはん　でん粉　ごま油

マーボー春雨 とり肉　みそ　煮干し にんじん　にんにく　たけのこ 春雨　砂糖　米油 772 27.7 18.6 3.0

中華コーンスープ(卵)　　小魚大豆 豚肉　青のり　大豆 しょうが　グリンピース ごま kcal g g g

コッペパン(乳 麦)　ブルーベリージャム 牛乳(乳)　ベーコン にんじん　玉ねぎ　さやいんげん パン(乳 麦)　じゃがいも　水あめ

牛乳(乳)　カレーメンチカツ(麦) 大豆　豆乳　とりレバー セロリ　トマト　とうもろこし マカロニ(麦)　ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ　砂糖 893 42.9 28.6 2.9

ミネストローネスープ(麦)　いちご② とり肉 ブルーベリー　いちご でん粉　パン粉(麦)　米油 kcal g g g

ポークカレーライス(乳 麦)　 牛乳(乳)　ベーコン 玉ねぎ　にんじん　 ごはん　じゃがいも

牛乳(乳)　　キャベツとコーンのソテー スキムミルク(乳)　豚肉　 にんにく　とうもろこし 米油 866 28.5 20.0 3.1

ヨーグルト(乳) チーズ(乳)　ヨーグルト(乳) キャベツ　グリンピース カレールウ(乳 麦) kcal g g g

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

ししゃもの甘酢がけ② 豚肉 こんにゃく　さやいんげん 米油　でん粉 810 29.9 21.0 2.8

肉じゃが ししゃも ピーマン kcal g g g

8 金

14

13 水

木

15 金

　　　　　令和４年４月分  学校給食予定献立表 （中学校）

7 木

今月の食育目標　：　給食のきまりを守ろう

　　給食はみんなで協力して準備し、味わって食べてくださいね！
三和学校給食共同調理場

今日は、みなさんの入学と進級を祝って「お祝いデザート」が登場します。　お楽しみに！

火19

　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言
います。　給食では、積極的に「日本型食事献立」を取り入れていきます。

月11

12 火

18 月

かみかみメニュー

かみかみメニュー

かみかみメニュー

パンにはさんでたべましょう。

日本型食事献立

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 たんぱく質  食塩相当量

麦ごはん　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　豚肉　とり肉 もやし　にんじん　長ねぎ 麦ごはん　米油　でん粉

生揚げと豚肉のみそ炒め 生揚げ　豆腐 にら　玉ねぎ　チンゲンサイ 春雨　砂糖 768 28.1 20.0 2.7

春雨スープ　　グレープフルーツ みそ しょうが　グレープフルーツ kcal g g g

わかめうどん【ソフトめん(麦)＋わかめかけ汁】 牛乳(乳)　とり肉　わかめ にんじん　長ねぎ ソフトめん(麦)　米油

牛乳(乳) ちくわ(麦)　青のり とうもろこし　干ししいたけ でん粉 855 34.3 17.1 3.3

ちくわの磯辺揚げ②(麦)　　バナナ バナナ kcal g g g

食パン(乳 麦)　マーガリン　牛乳(乳) 牛乳(乳)　とり肉 玉ねぎ　にんじん　ほうれん草 パン(乳 麦)　じゃがいも

オムレツ(卵)・トマトソースかけ 卵(卵) にんにく　トマト 米油　砂糖　でん粉 773 29.6 27.4 2.9

とり肉とじゃがいものスープ マーガリン　オリーブオイル kcal g g g

ごはん　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　油揚げ　みそ 玉ねぎ　キャベツ　にんじん ごはん　じゃがいも　砂糖

とり肉のつくね(麦)　ひじきのツナサラダ とり肉　干しひじき　 れんこん　長ねぎ　ごぼう 米油　でん粉　パン粉(麦) 811 28.1 27.3 2.7

玉ねぎのみそ汁 まぐろフレーク　大豆 マヨネーズ　水あめ　ごま kcal g g g

ごはん　　ふりかけ　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　豚肉　えび(え) 干ししいたけ　グリンピース ごはん　ごま油　

春巻き(麦) うずら卵(卵)　かまぼこ(卵 麦) 玉ねぎ　にんじん　キャベツ　にら でん粉　砂糖　ラード 784 26.8 24.2 2.7

チャプスイ(卵 麦 え)　清見オレンジ 大豆　かつお節　のり　わかめ たけのこ　にんにく　清見オレンジ 春雨　米油　小麦粉(麦) kcal g g g

♣地域の郷土料理：さやえんどうと新玉ねぎの卵とじ(三和町)♣

ごはん　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　豆腐 なめこ　小松菜 ごはん

いわしの甘露煮　 みそ　いわし　卵(卵) もやし　長ねぎ　玉ねぎ 砂糖 763 32.3 21.3 2.8

さやえんどうと新玉ねぎの卵とじ(卵)　なめこ汁 しょうが　さやえんどう コーンスターチ kcal g g g

♠　行事食　端午の節句：こどもの日献立　♠

混ぜ込みたけのこごはん＜減量ごはん＞ 牛乳(乳)　あおさ　とり肉 玉ねぎ　長ねぎ　えのきたけ ごはん　砂糖　パン粉(麦)

牛乳(乳)　かつおフライ(麦)　ソース 豆腐　油揚げ　凍り豆腐 にんじん 米油　小麦粉(麦) 802 32.3 19.9 2.8

あおさ汁　かしわもち かつお　あずき たけのこ　 　でん粉　上新粉 kcal g g g

29 金

金22

　給食回数：16回　　　エネルギー：815kcal　　たんぱく質：31.1g　　脂質：22.9g　　カルシウム：457mg　　食塩相当量：2.8g

◎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）

火26

５月５日はこどもの健やかな成長を願う「端午の節句」です。みなさんの成長を願って給食にかしわもちが登場します。今年はつぶあんです！

木28

さやえんどうと新玉ねぎの卵とじは、三和町で昔から食べられている郷土料理です。　ごはんがすすみますよ！

27 水

昭和の日

25 月

20

21 木

４月（中学校）

今年度より、新たに基準が改定されました。詳しくは、給食だよりをごらんください。

三和学校給食共同調理場

水

<学校給食 摂取基準>　いわき市の生徒の身長 体重の状況をふまえ、基準を策定しています。

◎「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。

日本型食事献立

かみかみメニュー

日本型食事献立

旬の野菜
「さやえんどう」

日本型食事献立

夕食はうす味にしましょう。

エネルギー

kcal 

たんぱく質 

ｇ 
脂質 

ｇ 
ナトリウム 

   ｇ 
カルシウム 

ｍｇ 
マグネシウム 

ｍｇ 

鉄 

ｍｇ 
ビタミンＡ 

μg 
ビタミンＢ１ 

ｍｇ 
ビタミンＢ２ 

ｍｇ 
ビタミンＣ 

ｍｇ 
食物繊維 

ｇ 

810 26～41 18～27 
食塩相当量 

2．７未満 
450 120 ４．５ 

ﾚﾁﾉｰﾙ換算 

300 
0．５ 0．６ 35 ７ 

旬の食材「たけのこ」
熊本・愛媛県産の生たけのこ
を使用します。


