
日・曜日

コッペパン  1袋 精白米 75 精白米 75 精白米 75 精白米 75 黒糖パン 1袋 精白米 75 精白米 75 精白米 75 精白米 75 食パン  1袋

菜めしのもと 3

普通牛乳 1本 普通牛乳 1本 はっ酵乳（アシドミルク） 1コ 普通牛乳 1本 普通牛乳 1本 普通牛乳 1本 普通牛乳 1本 普通牛乳 1本 普通牛乳 1本 普通牛乳 1本

中華そば 40 はくさい 20 豚ひき肉 20 鶏肉　細切れ 15 ミートボール（小） 30 豚肉 20 鶏肉　細切れ 15 乾燥わかめ 0.3 中華めん 25 鶏肉　細切れ 20

豚肉 15 豆腐 10 大根 20 人参 10 じゃがいも 20 じゃがいも 25 油揚げ 3 鶏肉　細切れ 20 焼き豚 20 じゃがいも 15

焼き竹輪 10 ミニがんもどき 10 玉ねぎ 20 玉ねぎ 15 玉ねぎ 25 カットポテト 25 はくさい 20 玉ねぎ 20 細河だいこん（地産） 15 カットポテト 15

キャベツ 25 人参 5 カットポテト 20 はくさい 10 普通牛乳 1本 人参 15 玉ねぎ 35 ささがきごぼう 10 人参 10 緑豆もやし 10 玉ねぎ 20

緑豆もやし 25 厚揚げ（小） 10 人参 5 青ねぎ 5 しめじ 10 糸こんにゃく 20 大根 10 小松菜 10 人参 5 かぶ 15

玉ねぎ 15 水菜 5 グリンピース 3 緑豆はるさめ 5 豚肉 10 グリンピース 3 人参 15 人参 5 ガラスープ 18 たけのこ水煮 5 人参 10

人参 10 赤みそ 7 カレールウＡ 10 ポークブイヨン 10 細河だいこん（地産） 30 トマトピューレー 2 濃口しょうゆ 5 白ねぎ 5 淡口しょうゆ 3.5 白ねぎ 3 ブロッコリー 5

粉末ソース 2.5 白みそ 7 カレールウＢ 10 淡口しょうゆ 4 豆腐 10 ハヤシルウ 6.2 砂糖 2 赤みそ 5.5 食塩 0.2 ガラスープ 10 ポークブイヨン 5

ウスターソース 3 削り節 2 冷凍おろしにんにく 0.15 食塩 0.3 ささがきごぼう 5 デミグラスソース 6.2 みりん 1 信州みそ 6 こしょう 0.02 赤みそ 9 淡口しょうゆ 3

濃厚ソース 1.2 だし昆布 0.15 ポークブイヨン 5 こしょう 0.02 人参 5 食塩 0.3 なたね油 1 削り節 2 濃口しょうゆ 1 食塩 0.15

食塩 0.2 なたね油 1 つきこんにゃく 5 なたね油 1 削り節 0.5 だし昆布 0.15 食塩 0.05 こしょう 0.02

こしょう 0.02 白ねぎ 3 合ひき肉 40 こしょう 0.03

なたね油 1 あじフライ(50g) 1コ 春巻き(50g) 1コ 赤みそ 5.5 緑豆もやし 20 なたね油 0.5

濃厚ソース 4 まぐろ油漬 10 揚げ油 4 信州みそ 6 ささみフライ（50g） 1コ フランクフルトソーセージ(40g) 1コ いわしでん粉付き(40g) 1コ 人参 10 ハンバーグ（50g） 1コ

黄桃（缶詰） 40 揚げ油 4 ほうれん草 15 削り節 2 揚げ油 4 なたね油 1 なたね油 4 ほうれん草 10 なたね油 1

玉ねぎ 20 濃厚ソース 4 冷凍大根おろし 7 白すりごま 1 白身魚の磯辺揚げ(50g) 1コ デミグラスソース 5

チーズスライス（12g） 1コ ホールコーン 5 ほしひじき 2 濃口しょうゆ 1.6 濃口しょうゆ 3 揚げ油 4 トマトケチャップ 3

食塩 0.2 さば味噌煮(50g) 1コ 豚肉 15 油揚げ 10 みりん 2.1 砂糖 1.8 トマトピューレー 0.5

こしょう 0.01 小松菜 25 人参 15 3.5 コチジャン 1 ウスターソース 2

なたね油 0.5 ホールコーン 10 砂糖 2.5 ごま油 1

淡口しょうゆ 0.5 みりん 1.5

食塩 0.2 濃口しょうゆ 4.5 マーマレード 1コ

こしょう 0.02 なたね油 0.8

なたね油 0.5 削り節 1

ｴﾈﾙｷﾞｰ 525 kcal 591 kcal 593 kcal 596 kcal 623 kcal 593 kcal 707 kcal 603 kcal 570 kcal 600 kcal 564 kcal

蛋白質 22.8 g 24 g 17.4 g 17.4 g 27 g 28.7 g 27.5 g 27.4 g 25.2 g 25.6 g 24.3 g

脂質 16.9 g 18.3 g 15 g 20.1 g 23 g 24.6 g 28 g 21.3 g 20.8 g 16 g 22.2 g

日・曜日

精白米 75 精白米 75 精白米 75 精白米 75 コッペパン  1袋

普通牛乳 1本 普通牛乳 1本 普通牛乳 1本 普通牛乳 1本 普通牛乳 1本

鶏肉　細切れ 25 豚肉 20 豆腐 45 豚肉 30 西洋かぼちゃ 20

ごぼう 20 玉ねぎ 30 豚ひき肉 20 豆腐 20 カットウインナー 10

人参 20 じゃがいも 25 玉ねぎ 35 細河だいこん（地産） 20 玉ねぎ 20

たけのこ水煮 20 人参 10 人参 15 玉ねぎ 30 人参 7

こんにゃく 20 冷凍おろしにんにく 0.15 はくさい 35 はくさい 15 パセリ（乾） 0.03

れんこん 10 カレールウＡ 10 にら 5 糸こんにゃく 10 かぼちゃペースト 4

さやいんげん 5 カレールウＢ 10 冷凍おろししょうが 1 人参 10 ホワイトルウ(乳・小麦除去) 8

干しいたけ 0.3 ポークブイヨン 5 冷凍おろしにんにく 0.1 えのきたけ 5 豆乳 20

砂糖 2.5 なたね油 1 トウバンジャン 0.1 白ねぎ 5 食塩 0.2

みりん 2 濃口しょうゆ 2.7 濃口しょうゆ 7

濃口しょうゆ 6 赤みそ 4.9 砂糖 3.5

削り節 0.5 はくさい 25 片栗粉 1.5 なたね油 1 れんこんのはさみ揚げ（50g） 1コ

なたね油 1 大根 20 こしょう 0.01 揚げ油 4

ささみフレーク 10 食塩 0.05 濃厚ソース 4

ごまドレッシング 8 日本酒 0.5 小松菜 35

たこ平天(50g) 1コ なたね油 1 まぐろ油漬 5 いちごジャム 1コ

なたね油 1 ホールコーン 3

醤油ドレッシング 6

たかな漬 15 ぎょうざ(18g) 2コ

豚ひき肉 25 揚げ油 4 ガトーショコラ〈直送〉 1コ

人参 20

なたね油 0.5

日本酒 0.5

濃口しょうゆ 0.8

みりん 0.5

ｴﾈﾙｷﾞｰ 640 kcal 602 kcal 622 kcal 597 kcal 557 kcal

蛋白質 30.8 g 20.3 g 21.7 g 22.1 g 16.6 g

脂質 20.3 g 20.9 g 22.3 g 18.4 g 19.5 g
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10（金） 13（月） 14（火） 15（水）

令和3年 12月分　学校給食除去副食献立表
＜お願い＞アレルギーをお持ちの方は、使用している食品を必ずご確認ください。※揚げ物、焼き物は別に調理しています。  ★印は除去食として代替調理した献立です。

1（水） 2（木） 3（金） 6（月） 7（火） 8（水） 9（木）

ふゆやさいのポトフ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

にくじゃが はくさいのみそしる

ごはん ごはん ごはん ごはん

わかめスープ ふくまるラーメン

しょくパン

オレンジマーマレード

ビビンバふう しろみざかなのいそべあげ ハンバーグデミソースかけささみフライ
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16（木） 17（金） 20（月） 21（火） <予備日>22（水）

チーズスライス

こ
ん
だ
て

コッペパン ごはん ごはん ごはん なめし

ミートボールシチュー

おうとうかん あじフライ ほうれんそうのソテー はるまき さばのみそに

ぎゅうにゅうぎゅうにゅう はっこうにゅう（アシドミルク） ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

こくとうパン

やきそば だいずのへんしんみそしる だいこんのキーマカレー はるさめスープ ほそかわだいこんのとんじる

ぎゅうにゅう

こまつなのソテー セルフひじきごはん

★フランクフルトソーセージ ★いわしのおろしかけ

 ＜直送＞は業者から学校へ直接配送する食品です。

たこひらてん はくさいのサラダ あげぎょうざ こまつなサラダ れんこんのはさみあげ

たかなのそぼろいため

こ
ん
だ
て

ごはん ごはん ごはん ごはん コッペパン

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

がめに

ガトーショコラ いちごジャム

ポークカレー マーボーとうふ クリスマスふうすきやき かぼちゃのポタージュ 食育の取り組みとして、毎年細河地域で細河大根の栽培・収穫をおこなっています。

今年は９月の初めに細河地域の農家の方々と一緒に、ほそごう学園の３年生が種を

まきました。１１月の終わりから１２月の初めに、五月丘小学校とほそごう学園の３年生、

池田中学校と渋谷中学校の委員会のみなさんが細河大根の収穫体験をおこなう予定です。

１２月の給食には、細河大根を使った料理が登場します。７日の『細河大根の豚汁』は、

池田中学校と渋谷中学校の委員会で投票して決まった料理です。

１４日の『ふくまるラーメン』と２１日の『クリスマス風すきやき』は、ほそごう学園の

３年生が考えた料理です。地元でとれた細河大根を、味わっていただきましょう。

除去副食用 池田市教育委員会

池田市立学校給食センター

だいず へんしんこんだて

大豆の変身献立
ほそかわだいこん

細河大根

ごはんに

まざっています

ほそかわだいこん

細河大根

ふくおかけん りょうり

福岡県の料理
ほそかわだいこん

細河大根
とう じ こんだて

冬至の献立

<お知らせ>

○加工食品等は、裏面の「学校給食用半製品の材料」に原材料を記載しています。

アレルギーをお持ちの方は、必ずご確認ください。

○年間を通じて使用する調味料や加工食品等については、配合内容を一覧にして、

各学校、園に配布しています。必要とされる方は、学校、園、もしくは、学校給食センターまでお申し出ください。

○そば・落花生・かに・えびは使用していません。

○文部科学省が推奨する新型コロナウイルス対策に基づき、１２月に使用するパンは個包装で提供します。

○１２月に使用するお米は、豊能町でとれた新米「キヌヒカリ」を使用しています。

毎日の献立を

インターネットで

見ることができます。

こん げつ きゅう しょく し よう しゅん しょく ざい

今月の給食で使用している旬の食材
みず な だい こん そう ほそ かわ だい こん

はくさい 水菜 大根 ほうれん草 細河大根
あお しろ こ まつ な

青ねぎ 白ねぎ 小松菜 かぶ れんこん

１４日(火)と２１日(火)は、ほそごう学園の３年生が考えたメニューです。
か か にち か がく えん ねん せい かんが

か か

７日(火)
ほそ かわ だい こん とん じる

細河大根の豚汁

か か

１４日(火)

ふくまるラーメン

にち か

２１日(火)
ふう

クリスマス風すきやき 星型の

野菜が

入って

いるよ★

がつ にち もく

12月16日(木)
しょく いく ひ ふく おか けん

食育の日～福岡県～

に

がめ煮
はか た ほう げん よ あつ

博多の方言で寄せ集めると
い み

いう意味の『がめくりこむ』が
な まえ ゆ らい

名前の由来とされています。

たか な いた

高菜のそぼろ炒め
たか な な なか ま

高菜はからし菜の仲間で、
は くき から とく ちょう

葉や茎の辛みが特徴です。
めーとる い じょう おお そだ

１ｍ以上の大きさに育つ
な づ

ことから名付けられました。

池田市の細河地域で育った『細河大根』が給食に登場します！
いけ だ し ほそ かわ ち いき そだ ほそ かわ だい こん きゅう しょく とう じょう

しょくいく と く まい とし ほそかわ ち いき ほそかわ だい こん さい ばい しゅう かく

ことし がつ はじ ほそ かわ ち いき のう か かた がた いっ しょ がく えん ねんせい たね

がつ お がつ はじ さ つきがおか しょう がっ こう がく えん ねん せい

いけ だ ちゅうがっ こう しぶ たに ちゅう がっ こう い いん かい ほそ かわ だい こん しゅう かく たい けん よ てい

がつ きゅうしょく ほそかわ だい こん つか りょうり とうじょう か ほそ かわ だい こん とん じる

いけ だ ちゅう がっ こう しぶたに ちゅう がっ こう い いん かい とうひょう き りょう り

か にち ふう がく えん

ねん せい かんが りょう り じ もと ほそかわ だい こん あじ


