
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 キャベツ　玉ねぎ　えのきたけ ごはん　砂糖

チキンカツ(麦)　　こんにゃくのおかか煮 みそ　かつお節　とり肉 こんにゃく　にんじん 米油　パン粉(麦) 776 32.3 21.1 2.6

春キャベツのみそ汁 さつま揚げ　大豆 さやいんげん 小麦粉(麦) kcal g g g

コッペパン(乳,麦)　　りんごジャム　　牛乳(乳) 牛乳(乳) 玉ねぎ　にんじん　キャベツ パン(乳,麦)　米油　砂糖

コロッケ(麦)・ワインソースかけ とり肉 とうもろこし　ほうれん草　小松菜 じゃがいも　でん粉　水あめ 796 28.8 24.2 3.1

小松菜とベーコンのソテー　　野菜スープ ベーコン　大豆 しめじ　さやいんげん　りんご パン粉(麦)　小麦粉(麦) kcal g g g

ツナごはん＜減量ごはん＞　　 牛乳(乳)　わかめ　油揚げ 玉ねぎ　大根　長ねぎ ごはん　砂糖　でん粉　米油

牛乳(乳)　　炒り豆腐包み焼き みそ　マグロオイルフレーク　とり肉 にんじん　しょうが 菜種油　いちごジャム　パーム油 841 30.7 29.0 2.9

わかめのみそ汁　　お祝いクレープ ゼラチン　大豆　豆腐　豆乳 干ししいたけ　枝豆　いちご 水あめ　米粉 kcal g g g

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

さばの昆布しょうゆ焼き　　切り干し大根の含め煮 豚肉　油揚げ 切り干し大根　干ししいたけ 砂糖　米油 809 29.2 25.3 2.3

なめことこねぎのみそ汁 さば　昆布 にんじん　さやいんげん　トマト 水あめ 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　大麦　じゃがいも

厚焼き卵(卵) 卵(卵)　煮干し こんにゃく 砂糖　米油 837 31.0 19.4 2.5

肉じゃが　　小魚 青のり　大豆 グリンピース ごま　でん粉 kcal g g g

しょうゆラーメン＜中華ソフトめん(麦)＋しょうゆ味スープ(麦)＞ 牛乳(乳)　豚肉 にんじん　玉ねぎ　小松菜 中華ソフトめん(麦)　ラード　小麦粉(麦)

牛乳(乳) なると　大豆 長ねぎ　にんにく　もやし　枝豆 大豆油　米油　砂糖　でん粉 850 33.0 25.0 3.6

野菜春巻き(麦)　　もやしのナムル かまぼこ しょうが　キャベツ　干ししいたけ 春雨　ショートニング　米粉 kcal g g g

ごはん　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　豆腐　みそ 小松菜　玉ねぎ ごはん　

鮭の塩焼き　　ひじきの油炒め 油揚げ　ひじき にんじん　干ししいたけ じゃがいも 755 29.6 19.4 3.2

小松菜のみそ汁　　オレンジ 大豆　鮭 こんにゃく　オレンジ 米油　砂糖 kcal g g g

☆☆ご入学＆ご進級おめでとうございます！☆☆

　　≪食育クイズ≫　　鮭の身はピンク色をしていますが、どちらの仲間に分類されるでしょうか？　　　　　　　①赤身魚　　　　　　②白身魚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※答えはうらをみてね！

　　　　　給食は楽しい時間ですが、ただのお昼ごはん
　　　　ではありません。食器の並べ方や、食事の
　　　　マナー、食べ物について学ぶ場でもあります。
　　　　　毎日の給食時間を通して、
　　　　みんなが気持ちよく食べら
　　　　れるように、1人1人気を
　　　　つけていきましょう。

14 木

☆☆「和食の日」献立☆☆和食の基本である「主食(ごはん)＋主菜(鮭の塩焼き)＋副菜(ひじきの油炒め)＋汁物(小松菜のみそ汁)」のそろった食事は、栄養のバランスが整いやすくなります。

※毎月おかずが２品そろった「和食の日」献立が登場します。魚や野菜、豆、海藻を中心とした和食の組み合わせの日には「和食献立」として表記しています。ぜひ組み合わせを覚えましょう。

15 金

金

11 月

12 火

13 水

　令和4年4月分  学校給食予定献立表 （中学校） 今月の食育目標： 給食のきまりを守ろう

四倉学校給食共同調理場

　今年度も、人気のメニューから、和食給食、魚食給食、行事食や郷土料理まで、さまざまな献立が登場します。
好ききらいしないで、食べてくださいね。1年間よろしくお願いします！

7 木

8

給食は、よく

かんで食べよう！

はしは、毎日持ち帰って、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。

きちんと守ろう！

白衣または

エプロン
帽子またはバンダナ
ぼうし

清潔な白衣やエプロンを
きちんと身につけましょう。

せいけつ

髪の毛がでないように帽子や
バンダナをかぶりましょう。

ぼうし かく せいけつ

和食献立



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)　 玉ねぎ　もやし　ほうれん草 ごはん　春雨

マーボー厚揚げ とり肉　豚肉 たけのこ　にんじん　にんにく 米油　砂糖 747 25.6 15.7 2.6

春雨ともやしのスープ　　アセロラゼリー 絹厚揚げ　みそ しょうが　りんご　アセロラ でん粉 kcal g g g

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

とり肉のガーリックソースかけ 豚肉　とり肉 大根　長ねぎ　パセリ でん粉　米油 796 30.1 22.4 2.0

豚汁　　いちご② 豆腐　みそ にんにく　レモン　いちご 砂糖 kcal g g g

ごはん　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　豆腐　みそ 長ねぎ　玉ねぎ ごはん　じゃがいも　米油

とりつくね②(麦)　　五目きんぴら とり肉　かまぼこ ごぼう 砂糖　でん粉 790 28.9 20.7 2.8

じゃがいものと玉ねぎのみそ汁 茎わかめ　ひじき にんじん パン粉(麦)　小麦粉(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

いわしの梅煮 とり肉　絹厚揚げ さやいんげん 砂糖 787 32.3 16.2 2.4

じゃがいものそぼろ煮 さつま揚げ　いわし 梅干し でん粉 kcal g g g

ねじりパン(乳,麦)　　牛乳(乳)・コーヒー 牛乳(乳)　とり肉　豚肉 とうもろこし　キャベツ パン(乳,麦)　砂糖　マーガリン(乳)

ブロッコリーとツナのソテー スキムミルク(乳)　チーズ(乳) 玉ねぎ　にんじん コーンスターチ　小麦粉(麦) 810 29.3 27.0 2.8

春キャベツとコーンのクリームスープ(乳,麦) マグロオイルフレーク ブロッコリー 生クリーム(乳)　米油 kcal g g g

チキンカレーライス(乳,麦)＜ごはん＞ 牛乳(乳)　とり肉　チーズ(乳) 玉ねぎ　にんじん　グリンピース ごはん

牛乳(乳)　　春キャベツとウィンナーのソテー スキムミルク(乳)　 トマト　にんにく　キャベツ じゃがいも 863 26.8 22.9 3.3

グレープフルーツ ミニウィンナー とうもろこし　グレープフルーツ カレールゥ(麦)　米油 kcal g g g

ごはん　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　わかめ たけのこ　さやえんどう ごはん　でん粉

鰹の南蛮漬け 豆腐　みそ 玉ねぎ　しょうが 米油　砂糖　上新粉 783 33.2 15.6 2.6

若竹みそ汁　　柏もち 鰹　小豆 にんじん　長ねぎ 水あめ　大麦 kcal g g g

麦ごはん　　牛乳(乳) 牛乳(乳) 大根　ほうれん草 ごはん　大麦

豚肉と野菜のバーベキューソテー 豆腐　油揚げ しょうが　にんにく　にんじん 米油 783 34.0 23.2 3.0

大根のみそ汁　　チーズ(乳) みそ　豚肉　チーズ(乳) 玉ねぎ　キャベツ 砂糖 kcal g g g

かけうどん＜ソフトめん(麦)＋かけ汁＞ 牛乳(乳) 玉ねぎ　にんじん　ほうれん草 ソフトめん(麦)

牛乳(乳) とり肉　しらす干し 長ねぎ　たけのこ　ごぼう 小麦粉(麦) 835 31.0 22.3 3.0

しらすのかき揚げ(麦)　　オレンジ 大豆 春菊　オレンジ 米油 kcal g g g

卵…（卵）　牛乳…（乳）　小麦…（麦） えび…（え） かに…（か）

19 火

　　　　柏
かしわ

もち・・・柏
かしわ

の木は、新しい芽が育つまで、古い葉が残っています。

　　　これに「子どもが大きくなるまで、親が残る」という意味を

　　　かけて、子どもの長生きや子孫繁栄
しそんはんえい

を願います。

たけのこ・・・曲がらず、すくすくと育つ

ように、成長への願いを込めます。

　　　　　鰹
かつお

・・「勝
か

つ男
お

」と読み、「勝つ」に

　　　　　あやかって縁起
えんぎ

がよいとされています。

☆☆「こどもの日」お祝い献立☆☆　5月5日の「こどもの日」は子どもの健やかな成長を願う日です。少し早いですが、今日の給食は「こどもの日」をお祝いする献立になっています。

22 金

◆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。

◆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。

26 火

28 木

給食回数：16回　　　エネルギー：804kcal　　たんぱく質：30.4g　　脂質：21.8g　　カルシウム：418mg　　食塩相当量：2.8g

◆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。

◆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。　

21 木

25 月

4月（中学校） 四倉学校給食共同調理場

18 月

27 水

20 水

≪食育クイズの答え≫　②白身魚…鮭が食べる「オキアミ」の赤い色素がたまって、鮭の身はピンク色になっています。

いちごは春が旬です

春キャベツは

今が旬です

＜いわき市の学校給食摂取基準＞（中学校生徒１食あたり） 

学校給食は「学校給食摂取基準」に基づいて献立が立てられています。いわき市の生徒の身長体重の 

状況をふまえ、今年度より新たに基準が改訂されました。詳しくは、給食だより４月号をご覧ください。 

和食献立

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 


