
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

枝豆とじゃこのまぜごはん　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　油揚げ　とり肉 枝豆　にんじん　ごぼう　もやし ごはん　砂糖　ごま

ちぐさ焼き(卵) 凍り豆腐　みそ 玉ねぎ　小松菜　ほうれん草 でん粉　じゃがいも 717 30.7 19.9 3.0

もやしと油揚げのみそ汁 卵(卵)　しらす干し しいたけ　しょうが　にんにく なたね油 kcal g g g

2 木

3 金

♠　かみかみ献立：歯と口の健康週間　♠　

わかめごはん　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　豚肉　わかめ 長ねぎ　白菜　小松菜 ごはん　

豚肉とごぼうの油炒め 豆腐　打ち豆　みそ ごぼう　にんじん　こんにゃく 砂糖　米油 730 29.8 17.1 2.8

打ち豆入りみそ汁　　オレンジ しょうが　オレンジ じゃがいも kcal g g g

ごはん　牛乳(乳)　 牛乳(乳)　 こんにゃく　ごぼう　たけのこ ごはん　じゃがいも

いわしの揚げびたし とり肉　いわし にんじん　れんこん　しいたけ 米油　ごま　砂糖 900 33.7 24.1 2.6

筑前煮　　　　　　　　　　冷凍みかん さつま揚げ しょうが　さやいんげん　みかん でん粉　 kcal g g g

ポークカレーラス(乳 麦)〈麦ごはん〉 牛乳(乳)　豚肉 とうもろこし　玉ねぎ　にんじん 麦ごはん　じゃがいも

牛乳(乳)　　枝豆とコーンのソテー(乳) チーズ(乳)　ベーコン グリンピース　枝豆 米油　カレールウ(乳 麦) 866 28.5 21.0 3.0

さくらんぼ② スキムミルク(乳) にんにく　さくらんぼ バター(乳) kcal g g g

塩ラーメン【中華ｿﾌﾄめん(麦)＋塩味ｽｰﾌﾟ】 牛乳(乳)　豚肉 しょうが　にんにく　にんじん　にら 中華ｿﾌﾄめん(麦)　米油

牛乳(乳)　　揚げぎょうざ②(麦) 干ししいたけ　もやし　キャベツ　玉ねぎ でん粉　小麦粉(麦) 900 31.8 23.7 3.3

バナナ とうもろこし　長ねぎ　小松菜　バナナ 米粉 kcal g g g

食パン(乳 麦)　りんごジャム　牛乳(乳) 牛乳(乳)　とり肉　 玉ねぎ　にんじん　かぼちゃ パン(乳 麦)　じゃがいも

小松菜とキャベツのソテー(乳) チーズ(乳)　ウインナー 小松菜　キャベツ ホワイトルウ(乳 麦)　砂糖 849 30.6 26.7 2.4

かぼちゃのポタージュ(乳 麦) スキムミルク(乳)　 りんご 水あめ　米油　バター(乳) kcal g g g

ごはん　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　とり肉 玉ねぎ　にんじん　キャベツ　ピーマン ごはん　でん粉　

生揚げのチリソース煮 大豆　生揚げ 長ねぎ　きくらげ　ほうれん草 パン粉(麦)　春雨 771 28.4 20.6 2.5

肉だんごと春雨のｽｰﾌﾟ(麦)　ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰｾﾞﾘｰ たけのこ　しょうが　ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ 米油　砂糖 kcal g g g

14 火

15 水

     　魚食 給食 　

ごはん　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　油揚げ　豆腐　 なめこ　エリンギ　しいたけ ごはん　砂糖

いわしのしょうが煮　こんにゃくと大豆の煮物(麦) みそ　とり肉　ちくわ(麦) こねぎ　こんにゃく　にんじん ごま　でん粉 801 34.1 22.4 2.7

きのこのみそ汁　福島りんごのコンポート 昆布　かつお節　大豆　いわし しょうが　りんご　レモン 米油 kcal g g g

木

月

　　　　　令和４年６月分  学校給食予定献立表 （中学校）

水1

月

給食はありません

6

いわき市では毎月７日を「魚食の日」と制定しました。給食でも毎月１回「常磐もの」を給食に取り入れていきます。今月は「いわし」です。

給食はありません

今月の食育目標　：　自分の朝ごはんを見直そう

三和学校給食共同調理場

火

６月４日から１０日は「歯と口の健康週間」です。かみごたえのある食材がたくさん登場します。かむことを意識して食べましょう！

8 水

9 木

13

16

7

金10

かみかみメニュー

かみかみメニュー

夕食はうす味にしましょう。

かみかみメニュー

かみかみメニュー

日本型食事献立

かみかみメニュー

かみかみメニュー

福島県産のブルーベリーを

使用しています！



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

コッペパン(乳 麦)　牛乳(乳)　　梨ジャム 牛乳(乳) 玉ねぎ　にんじん　 パン(乳 麦)　じゃがいも

オムレツ(卵)・トマトソースかけ ベーコン さやいんげん　にんにく オリーブオイル　砂糖 822 30.7 24.1 2.7

じゃがいものベーコン煮(乳) 卵(卵) トマト　梨　 水あめ　バター(乳) kcal g g g

ごはん　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　豚肉　豆腐 こんにゃく　ごぼう　大根 ごはん　じゃがいも

さばのみそ煮　　れんこんのきんぴら みそ　かつお節 にんじん　玉ねぎ　長ねぎ でん粉　ごま 785 29.5 20.5 2.4

豚汁 さば れんこん　枝豆 米油　砂糖　 kcal g g g

麦ごはん　　ふりかけ(卵)　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　豚肉　いか　いわのり しょうが　たけのこ　玉ねぎ 麦ごはん　ごま油

まぐろメンチカツ(麦) うずら卵(卵)　かまぼこ　かつお節 にんじん　さやいんげん 砂糖　でん粉　パン粉(麦) 794 31.7 22.8 2.6

八宝菜(卵) まぐろ　干しひじき　卵(卵) もやし　きくらげ　キャベツ 米油 kcal g g g

ごはん　　焼きのり　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　豚肉　昆布　みそ にんじん　こんにゃく　たまねぎ ごはん　油

炒り豆腐の包み焼き 生揚げ　さつま揚げ(卵 麦) しょうが　ほししいたけ　えだまめ 砂糖　でん粉　 813 31.4 17.7 2.9

五目みそ煮(卵 麦)　　　　オレンジ とり肉　あまのり　豆腐　大豆 さやいんげん　オレンジ じゃがいも 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)　豚肉　 しょうが　玉ねぎ　にんじん ソフトめん(麦)　米油

牛乳(乳)　ブロッコリーのソテー(乳) みそ 長ねぎ　もやし　ブロッコリー コッペパン(乳 麦) 868 38.7 19.0 2.5

ミニココア揚げパン(乳 麦) ベーコン きくらげ　キャベツ　とうもろこし バター(乳)　砂糖　ココア kcal g g g

バーガーパン(乳 麦)　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　とり肉　豚肉 玉ねぎ　マッシュルーム バーガーパン(乳 麦)　米油

照り焼きハンバーグ(麦)　スライスチーズ(乳) チーズ(乳)　あさり にんじん　とうもろこし じゃがいも　パン粉(麦) 884 38.0 31.2 3.2

クラムチャウダー(乳 麦)　メロン スキムミルク(乳) グリンピース　メロン ホワイトルウ(乳 麦)　水あめ kcal g g g

ごはん　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　大豆 玉ねぎ　マッシュルーム　エリンギ ごはん　じゃがいも

ウインナーとキャベツのソテー 豚肉　ウインナー にんにく　りんご　パセリ　小松菜 砂糖　でん粉　米油 819 26.8 21.5 2.7

ビーンズシチュー(麦)　　プルーン ﾄﾏﾄ　とうもろこし　ｷｬﾍﾞﾂ　ﾌﾟﾙｰﾝ ハヤシルウ(麦) kcal g g g

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

とり肉の唐揚げ②　アーモンドあえ 豆腐　卵(卵) 小松菜　もやし　しょうが 砂糖　アーモンド 787 35.4 24.8 2.7

にらたま汁(卵) 米油 kcal g g g

ごはん　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　豚肉　 とうもろこし　玉ねぎ　しょうが ごはん　でん粉　ごま油

パオズ②(麦)　チンジャオロースー 卵(卵)　とり肉 にんじん　小松菜　たけのこ　ﾚﾓﾝ 砂糖　パン粉(麦) 782 29.3 17.9 3.2

中華コーンスープ(卵)　　ラムネゼリー ピーマン　赤ﾊﾟﾌﾟﾘｶ　黄ﾊﾟﾌﾟﾘｶ 小麦粉(麦)　米油 kcal g g g

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

あじフライ(麦)　ｿｰｽ　ひじきの油炒め とり肉　干しひじき　大豆 大根　こんにゃく 米油　砂糖　ごま 800 30.4 21.1 2.8

けんちん汁 さつま揚げ　あじ 干ししいたけ　さやいんげん パン粉(麦)　小麦粉(麦) kcal g g g

◎「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。

◎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。

　給食回数：18回　　　エネルギー：816kcal　　たんぱく質：31.6g　　脂質：22.0g　　カルシウム：457mg　　食塩相当量：2.8g
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６月（中学校） 三和学校給食共同調理場

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

初登場です♪

日本型食事献立

かみかみメニュー

いわき市産の

梨で作られた

ジャムです！


