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ケチャップ煮 
野菜スープ
牛乳

ごはん（米） 100 コッペパン(小麦) 80 ごはん（米） 100 ごはん（米） 100 アップルパン(小麦) 80

鶏肉 65 チキンメンチカツ 50 豆腐 160 ホキ 65 ミートボール 60

しょうが 0.5 天ぷら油 7.5 豚ひき肉 20 かたくり粉 8 玉ねぎ 15

しょうゆ(こいくち) 3.2 玉ねぎ 45 天ぷら油 7 ウスターソース 3

砂糖 1.5 キャベツ 30 にんじん 15 玉ねぎ 15 ケチャップ 8

みりん 0.25 にんじん 5 サラダ油 1 にんじん 5 ワイン(赤) 1

ベーコン 5 ブイヨン(ポーク) 5 しょうゆ(うすくち) 4 砂糖 1.5

サラダ油 0.5 カレールウ 12 酢 8 かたくり粉 0.2

とうもろこし 1こ 塩 0.07 ウスターソース 2.5 砂糖 3.5 水 20

こしょう(白) 0.01 塩 0.5 水 2.5

こしょう(白) 0.01 鶏肉 15

豚肉 10 鶏肉 15 かたくり粉 1 枝豆 25 じゃがいも 35

さつまいも 30 じゃがいも 30 水 50 玉ねぎ 25

豆腐 20 玉ねぎ 25 にんじん 10

だいこん 25 にんじん 5 きゅうり 35 タンメン 10 セロリー 1.5

にんじん 15 セロリー 2 豚肉 15 鶏肉 20 キャベツ 10

こんにゃく 12 トマト(ﾀﾞｲｽ・缶) 20 サラダ油 1 はくさい 30 マカロニ(ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ) 3

油あげ 3 ケチャップ 5 清酒 1.5 チンゲンサイ 10 しょうゆ(うすくち) 1.8

青ねぎ 3 マカロニ(シェル) 9 しょうゆ(こいくち) 3.5 にんじん 15 塩 0.5

みそ(米・合わせ) 11 サラダ油 0.5 酢 3 干ししいたけ 0.35 こしょう(白) 0.01

みそ(米・白) 5 にんにく 0.1 砂糖 1.5 青ねぎ 3 ブイヨン(チキン) 20

煮干し 2 しょうゆ(うすくち) 1.2 トウバンジャン 0.1 はるさめ(緑豆) 4 水 135

削り節 2 塩 0.5 しょうゆ(うすくち) 3.5

水 170 こしょう(白) 0.01 塩 0.25

ブイヨン(チキン) 20 こしょう(白) 0.02

水 160 ごま油 0.5

削り節 3

水 160

牛乳 206 牛乳 206 牛乳 206 牛乳 206 牛乳 206

明石市教育委員会
明石市学校給食会
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今月の今月の今月の今月の

平均栄養量平均栄養量平均栄養量平均栄養量

献献献献
立立立立

ごはん パン ごはん ごはん アップルパン
鶏肉の照り焼き チキンメンチカツ 豆腐のカレー煮 ホキの南蛮漬け ミートボールの

エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー 815815815815 kcalkcalkcalkcalとうもろこし キャベツのソテー きゅうりのﾋﾟﾘ辛炒め えだまめ
さつま汁 ミネストローネ 牛乳 ワンタンスープ
牛乳 牛乳 牛乳

たんぱく質たんぱく質たんぱく質たんぱく質 30.230.230.230.2 ｇｇｇｇ

　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
材材材材
　　　　
　　　　
料料料料
　　　　
　　　　
（（（（

ｇｇｇｇ
））））

脂質脂質脂質脂質 24.124.124.124.1 ％％％％

カルシウムカルシウムカルシウムカルシウム 296296296296 ｍｇｍｇｍｇｍｇ

マグネシウムマグネシウムマグネシウムマグネシウム 94949494 ｍｇｍｇｍｇｍｇ

鉄鉄鉄鉄 2.52.52.52.5 ｍｇｍｇｍｇｍｇ

亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛 2.92.92.92.9 ｍｇｍｇｍｇｍｇ

ビタミンAビタミンAビタミンAビタミンA 527527527527 μμμμｇｇｇｇ

ビタミンB1ビタミンB1ビタミンB1ビタミンB1 0.470.470.470.47 ｍｇｍｇｍｇｍｇ

ビタミンB2ビタミンB2ビタミンB2ビタミンB2 0.580.580.580.58 ｍｇｍｇｍｇｍｇ

ビタミンCビタミンCビタミンCビタミンC 22222222 ｍｇｍｇｍｇｍｇ

*物資の都合により献立を変更することがあります。ご了承ください。

食物繊維食物繊維食物繊維食物繊維 4.24.24.24.2 ｇｇｇｇ

食塩相当量食塩相当量食塩相当量食塩相当量 2.72.72.72.7 ｇｇｇｇ

・おはしとマスクは家庭から持参ください。
（メニューの内容によっては、スプーンがつきます。）

また、学校によっては、ランチョンマットが必要になります。
・食器は、安全性に関する評価が高いPEN樹脂製の食器です。

・食器の種類はごはん茶碗、汁わん、皿、小皿、の４種類です。

・学校給食のパンは無漂白の小麦粉を使い、その日の朝に焼き
上げて各校に配送しています。

・献立の組み合わせにより、小麦粉を１０gずつ減量した小型
パンもあります。

・月に１回程度かわりパンがあります。甘みをおさえ、おかず
の味を損なわずおいしく食べられるよう工夫しています。

アップルパン・黒糖パン・米粉パン など

・学校給食の米は明石近郊産です。
・ごはんはパン納入業者が炊いています。

・月１回程度、麦ごはんや発芽玄米ごはんがあります。
・年に数回程度、混ぜご飯もあります。
・献立の組み合わせにより、米を１０ｇずつ減量した

ごはん（小）もあります。

給食の内容給食の内容給食の内容給食の内容

米重量：１００ｇ

・牛乳には発育期に必要な良質のたんぱく質・消化吸収のよいカルシウム
などが豊富に含まれているので、給食では毎日牛乳を出しています。

・牛乳パックはリサイクルしています。
（牛乳１本 ２００ｍｌ）

・中学校給食でも小学校給食同様、栄養面・食品構成・生徒の嗜好・郷土料理・
カミカミ献立などを考慮して、食育・地産地消を取り入れた献立原案を作

成し、教育委員会・校長・教諭・PTAの代表・栄養教諭で構成する献立調
理委員会において決定します。

・おかずの材料については、生徒の成長に役立つ食品の選定と鮮度の良い野
菜類が安定して供給されるようにつとめています。また、衛生的に調理し
ています。

・使用する食材の安全性に配慮しています。
・食物アレルギーに少しでも対応できるよう、次のようなことなどをしてい

ます。
◦揚げ物用の油はなたね油を使用しています。
◦サラダのドレッシングなどは、クラスでかけます。
◦ハンバーグや肉団子は卵・乳成分・小麦抜きのものを中心に使用して

います。
・不要な添加物が入っていない食品を選んでいます。小麦重量：８０ｇ

中学校給食の１日の流れ

① 調理 給食センターで、当日の朝から調理します。
② 配送 各学校ごとにコンテナに積み込み、配送します。
③ 配膳 二重食缶を使用し、汁ものは温かく、サラダや和え物は

冷たい状態を保つことができるよう温度管理を行い、

各学校の配膳室で保管します。
④ 給食 各教室まで運ばれた給食を、給食当番が盛り付けて食べま

・明石市中学校給食は、小学校給食と同様、主食・副食・牛乳の

完全給食で提供します。


