
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)　とり肉　豆腐 にんじん　玉ねぎ ごはん　でん粉　砂糖

カレーメンチカツ(麦)　　キャベツとツナの煮びたし 卵(卵)　とりレバー ほうれん草　小松菜 パン粉(麦)　小麦粉(麦) 864 35.0 30.9 2.4

かきたま汁(卵) 油揚げ　マグロオイルフレーク もやし　キャベツ 米油　ごま油　ごま kcal g g g

きつねうどん＜ソフトめん(麦)+きつねかけ汁＞ 牛乳(乳)　とり肉 にんじん　玉ねぎ ソフトめん(麦)　でん粉

牛乳(乳)　　いか天ぷら(卵,麦) 油揚げ　なると 長ねぎ　小松菜 小麦粉(麦)　米油 830 35.4 22.9 3.0

グレープフルーツ いか　卵(卵) グレープフルーツ kcal g g g

コッペパン(乳,麦)　　マーマレードジャム　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　大豆 玉ねぎ　にんじん　トマト パン(乳,麦)　米油

ブロッコリーとウィンナーのソテー 豚肉　ウィンナー マッシュルーム　とうもろこし じゃがいも　ハヤシルゥ(麦) 888 37.4 29.7 2.7

ポークビーンズ(麦) ブロッコリー　みかん　オレンジ デミグラスソース(麦)　砂糖 kcal g g g

枝豆ごはん＜減量ごはん＞　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　豚肉　油揚げ 玉ねぎ　長ねぎ ごはん　じゃがいも

あじのさんが焼き 豆腐　大豆　みそ　あじ ごぼう　たけのこ 砂糖　でん粉 826 39.0 25.2 3.1

呉汁 とり肉　高野豆腐 にんじん　枝豆 ラード　米油 kcal g g g

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

さつま揚げの磯辺揚げ　　れんこんのみそ炒め さつま揚げ　青のり 長ねぎ　こんにゃく　れんこん 米油　でん粉　砂糖 754 25.9 18.4 3.0

しょうゆけんちん汁 豚肉　みそ さやいんげん　しょうが kcal g g g

ごはん　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　豆腐　油揚げ 大根　ほうれん草 ごはん　でん粉

いわしの生姜煮　　大豆の磯煮 みそ　いわし　大豆 しょうが　こんにゃく じゃがいも 777 32.9 23.0 2.8

大根のみそ汁 豚肉　ひじき にんじん　ごぼう 米油　砂糖 kcal g g g

ねじりパン(乳,麦)　　牛乳(乳)・コーヒー 牛乳(乳)　とり肉 玉ねぎ　かぼちゃ　パセリ パン(乳,麦)　砂糖

小松菜とエリンギのソテー チーズ(乳)　スキムミルク(乳) 小松菜　エリンギ　にんじん 米油　ルゥ(乳,麦) 884 30.7 29.0 2.7

かぼちゃポタージュ(乳,麦) ウィンナー とうもろこし 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

さばの昆布しょうゆ焼き さば　昆布 こんにゃく じゃがいも　砂糖 883 34.4 28.2 2.3

肉じゃが グリンピース 米油　水あめ kcal g g g

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

とり肉の照り焼き　　生揚げのみそ炒め 豆腐　生揚げ しょうが　キャベツ　長ねぎ 水あめ　米油 771 37.5 22.8 2.8

にらと豆腐のすまし汁 豚肉　みそ たけのこ　しいたけ でん粉 kcal g g g

ごはん　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　豆腐　みそ 玉ねぎ　なめこ ごはん　でん粉

かじきカツ(麦)　　パックソース　　ひじきの油炒め かじき　大豆　ひじき こねぎ　こんにゃく パン粉(麦)　米油 818 32.3 23.8 3.0

なめことこねぎのみそ汁 かまぼこ　油揚げ 砂糖　ごま kcal g g g

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

県産とりつくね②(麦)　　こんにゃくのきんぴら みそ　とり肉　ひじき にんじん　こんにゃく　ごぼう 砂糖　でん粉　パン粉(麦) 806 32.4 24.6 2.7

ほうれん草のみそ汁 豚肉　さつま揚げ　青大豆 小麦粉(麦)　米油 kcal g g g

2 木

3 金

6 月

　令和４年６月分  学校給食予定献立表 （中学校） 今月の食育目標： よくかんで食べよう

四倉学校給食共同調理場

1 水

　◎6/4～10は、「歯と口の健康週間」です。今月は、かみごたえのある食材を使っている「かみかみメニュー」が多く登場します。注目しながら、よくかんで食べましょう！

7 火

8 水

火

　　 　魚食給食　 　　　　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」を給食に取り入れていきます。今月は「いわし」です。

9 木

☆☆☆和食の日献立☆☆☆　和食の基本である、「主食(ごはん)＋主菜(かじきカツ)＋副菜(ひじきの油炒め)＋汁もの(なめことこねぎのみそ汁)」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。

　◎6/13～17は地産地消週間です。今週は、いわき市産や福島県産の食材をたくさん使用しています。地元の新鮮な食材を味わいましょう。(使用している食材は、裏面を見てください。)

15 水

10 金

13 月

14

ツルツル飲まずに
よくかみかみ！

枝豆ごはんの具を、ごはんに

よく混ぜてから、よそいましょう。

「常磐もの」は
このマークが目印‼

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！

和食献立

和食献立

和食献立

和食献立

和食献立

和食献立

かみかみメニュー

かみかみメニュー

かみかみメニュー

かみかみメニュー



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

タンタンメン＜中華ソフトめん(麦)+タンタンスープ＞ 牛乳(乳)　みそ 長ねぎ　たけのこ　にんじん 中華ソフトめん(麦)
牛乳(乳)　　青のりポテト 豚肉　青のり もやし　チンゲンサイ 米油　水あめ　ごま 816 32.7 19.2 3.1
ふくしまりんごゼリー しょうが　にんにく　りんご じゃがいも　砂糖 kcal g g g

食パン(乳,麦)　　いわき梨ジャム　　牛乳(乳) 牛乳(乳) にんじん　玉ねぎ　キャベツ　大根 パン(乳麦)　じゃがいも
オムレツ(卵)・デミグラスソースかけ(麦) ウィンナー グリーンアスパラガス　ブロッコリー 砂糖　でん粉 756 27.5 22.8 2.4
ポトスープ　　大野地区で育った中玉トマト① 卵(卵) エリンギ　トマト　レモン　梨 デミグラスソース(麦)　水あめ kcal g g g

チャーハン　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　とり肉 にんじん　長ねぎ　玉ねぎ ごはん　ごま　でん粉　砂糖
野菜春巻き(麦) もずく　豆腐 しょうが　キャベツ 春雨　ラード　小麦粉(麦) 812 24.0 28.3 2.9
もずくスープ 豚肉　焼き豚 干ししいたけ 米粉　米油 kcal g g g

ごはん　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　豚肉　みそ こんにゃく　玉ねぎ　にんじん ごはん　じゃがいも
豆腐ハンバーグ(麦)・野菜あんかけ とり肉　豆腐 大根　長ねぎ　ピーマン　パプリカ 砂糖　パン粉(麦) 776 26.5 17.2 2.4
豚汁　アセロラゼリー えのきたけ　りんご　アセロラ でん粉 kcal g g g

ごはん　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　わかめ　豆腐 玉ねぎ　長ねぎ　こねぎ　しょうが ごはん　じゃがいも
赤魚の香味焼き　　切り干し大根とごぼうの含め煮 みそ　赤魚 レモン　切り干し大根　ごぼう 砂糖　米油 749 33.4 16.2 2.8
わかめ汁 とり肉　油揚げ 干ししいたけ　さやいんげん kcal g g g
チキンカレーライス(乳,麦)＜麦ごはん＞ 牛乳(乳)　とり肉 玉ねぎ　にんじん　グリンピース ごはん　大麦　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)　チーズ(乳) トマト　にんにく　とうもろこし カレールゥ(麦)　米油 870 28.3 23.7 3.1
オレンジ マグロオイルフレーク キャベツ　小松菜　オレンジ コーンスターチ kcal g g g

バーガーパン(乳,麦)　　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)
キャベツメンチカツ(麦)・ワインソースかけ 大豆　豚肉 キャベツ　とうもろこし 砂糖　でん粉　コーンスターチ 742 25.8 27.8 2.6
野菜スープ　　メロン ほうれん草　メロン パン粉(麦)　小麦粉(麦)　米油 kcal g g g

ごはん　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　とり肉 玉ねぎ　にんじん ごはん　じゃがいも
さんまの揚げびたし 絹厚揚げ　さつま揚げ さやいんげん　しょうが 砂糖　でん粉 863 32.2 24.0 2.3
じゃがいものそぼろ煮 さんま 米油　ごま kcal g g g

ごはん　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　生揚げ 大根　にんじん　ごぼう　こんにゃく ごはん　じゃがいも
豚肉と野菜のキムチ炒め みそ　豚肉 長ねぎ　にんにく　しょうが　玉ねぎ ごま油　砂糖　水あめ 754 29.8 19.1 2.6
いなか汁　　小魚大豆 かたくちいわし　大豆　青のり たけのこ　りんご　しめじ　にら ごま　でん粉 kcal g g g

ごはん　　牛乳(乳) 牛乳(乳)　さつま揚げ こんにゃく　にんじん　えのきたけ ごはん　でん粉
鮭のみそマヨ焼き　　ブロッコリーのおかか和え 油揚げ　鮭　みそ 長ねぎ　しょうが　とうもろこし ノンエッグマヨネーズ　米粉 735 34.2 19.6 2.7
たぬき汁 ささかまぼこ　かつお節 ブロッコリー　もやし 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 にんじん　とうもろこし　長ねぎ ソフトめん(麦)　小麦粉(麦)
牛乳(乳)　　手作りカミカミかき揚げ(麦) なると　わかめ　いか 干ししいたけ　ごぼう　玉ねぎ でん粉　米油　砂糖 878 34.1 20.9 2.9
ぶどうゼリー こねぎ　ぶどう kcal g g g

28 火

29 水

火

◆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。

◆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。　卵…（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。 ◆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。

22 水

23

21

20 月

17

６月（中学校） 四倉学校給食共同調理場

16 木

金

木

24 金

27 月

給食回数：22回　　　エネルギー：811kcal　　たんぱく質：31.9g　　脂質：23.5g　　カルシウム：412mg　　食塩相当量：2.7g

30 木

よくかむことは虫歯予防になったり、食べすぎを防いで肥満予防になっ
たりします。また、あごを動かすことで脳への血流がよくなり、脳が活発
に働きます。一口１０～３０回を目標によくかんで食べましょう！

いわきの梨を

使ったジャム

だっペア。

和食献立

和食献立

＊今月の地場産物＊ 

福島県産・・・卵、かじき、とり肉、もやし、ほうれん草、キャベツ、にら、りんご 

いわき市産・・・米、いわし、エリンギ、しいたけ、なめこ、こねぎ、グリーンアスパラガス、 

トマト、梨、かまぼこ、こんにゃく、豆腐、油揚げ、生揚げ 

かみかみメニュー

かみかみメニュー

かみかみメニュー

チャーハンの具を、ごはんに

よく混ぜてから、よそいましょう。

メロンは、６月から

８月にかけてが

旬です。


