
日・曜日

精白米 75 コッペパン  1袋 精白米 75 ナン（70g）＜直送＞ 1袋 精白米 75 精白米 75 食パン  1袋 精白米 75 精白米 75 精白米 70 精白米 75

わかめご飯のもと 1.5

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 普通牛乳 1本 普通牛乳 1本 普通牛乳 1本

鶏肉　細切れ 25 さつまいも 25 鶏肉　細切れ 20 豚肉 25 豚肉 20 豚肉 30 アルファベットマカロニ 3 豚肉 40 豚肉 40 中華そば 40

＊液卵 13 玉ねぎ 20 里芋 15 玉ねぎ 30 大根 15 豆腐 30 鶏肉　細切れ 10 玉ねぎ 40 にら 10 豚ひき肉 20

人参 10 人参 10 大根 15 じゃがいも 30 里芋 10 はくさい 30 キャベツ 15 人参 15 白ねぎ 15 玉ねぎ 25

玉ねぎ 25 しめじ 5 はくさい 15 人参 12 ささがきごぼう 10 大根 10 じゃがいも 15 糸こんにゃく 30 玉ねぎ 20 緑豆もやし 20

白ねぎ 5 パセリ（乾） 0.02 人参 5 冷凍おろしにんにく 0.15 人参 5 緑豆もやし 10 玉ねぎ 25 青ねぎ 5 人参 15 人参 10 普通牛乳 1本

ほうれん草 10 豆乳 30 焼きかまぼこ 4 カレールウＡ 10 青ねぎ 1.5 つきこんにゃく 15 人参 8 砂糖 2.5 たけのこ水煮 12 たけのこ水煮 10

ガラスープ 20 ホワイトルウ(乳・小麦除去) 7.5 淡口しょうゆ 5 カレールウＢ 10 赤みそ 5.5 白菜キムチ 15 ポークブイヨン 15 濃口しょうゆ 6.5 キャベツ 10 えのきたけ 8 豆腐 25

食塩 0.1 ポークブイヨン 5 食塩 0.1 濃口しょうゆ 1 信州みそ 6 人参 10 淡口しょうゆ 4 みりん 1 糸こんにゃく 15 にら 5 玉ねぎ 20

こしょう 0.02 食塩 0.1 削り節 2 ポークブイヨン 5 削り節 2 冷凍おろししょうが 0.2 食塩 0.2 削り節 1 なると 7 日本酒 1 人参 10

淡口しょうゆ 5 こしょう 0.01 だし昆布 0.2 なたね油 1 青ねぎ 3 こしょう 0.02 冷凍おろししょうが 0.25 冷凍おろしにんにく 0.25 えのきたけ 5

片栗粉 0.5 なたね油 1 赤みそ 4 冷凍おろしにんにく 0.25 トウバンジャン 0.1 白ねぎ 3

豆腐ハンバーグ(50g) 1コ さば切身（50g） 1コ みりん 2 ＊わかさぎフリッター(11g) 2コ 砂糖 1 みりん 3 赤みそ 7

なたね油 1 チキンナゲット(18g) 2コ 濃口しょうゆ 3 濃口しょうゆ 1.2 豚ひき肉 25 揚げ油 4 濃口しょうゆ 2.5 かき油 3 白みそ 7

トッポギ 30 ささみフライ（50g） 1コ 白ねぎ 3 揚げ油 4 砂糖 1 食塩 0.2 ひきわり大豆 15 日本酒 0.5 濃口しょうゆ 4 削り節 2

さつま揚げ 15 揚げ油 4 濃口しょうゆ 4 トマトケチャップ 8 みりん 0.5 削り節 0.5 玉ねぎ 25 ほしひじき 1.2 食塩 0.1 ごま油 1 だし昆布 0.2

人参 7 濃厚ソース 4 砂糖 1.4 片栗粉 0.15 トマトケチャップ 4.5 鶏肉　細切れ 15 ごま油 0.5 中華スープの素 0.5

玉ねぎ 5 みりん 0.6 ボンレスハム 10 なたね油 1 濃厚ソース 2 人参 8

トマトケチャップ 4 まぐろ油漬 15 冷凍おろししょうが 0.3 きゅうり 20 春巻き(50g) 1コ 食塩 0.15 砂糖 2 にしんの煮付け(40g) 1コ

コチジャン 1.5 キャベツ 35 片栗粉 0.2 人参 5 揚げ油 4 なたね油 1 みりん 1 ほうれん草 40 ささみフレーク 10

砂糖 0.5 人参 5 切干大根 2 さやいんげん 25 濃口しょうゆ 2.5 ささみフレーク 10 ブロッコリー 10

濃口しょうゆ 0.84 ホールコーン 5 鮭フレーク 20 ごま油 0.3 まぐろ油漬 10 みかん（缶詰） 30 なたね油 0.5 人参 5 人参 10

なたね油 1 濃口しょうゆ 0.8 人参 5 濃口しょうゆ 1.2 人参 5 パイン（缶詰） 10 淡口しょうゆ 2 小松菜 5

食塩 0.15 さやいんげん 8 食酢 0.6 砂糖 0.5 みりん 2 中華ドレッシング 5

こしょう 0.04 干しいたけ 1 砂糖 0.4 濃口しょうゆ 0.5 黒豆きなこクリーム 削り節 0.5 ごま油 0.5

韓国のり 1コ なたね油 0.5 ホールコーン 5 白すりごま 0.5 (乳含む) 1コ

食酢 0.5 型ぬきチーズ(10g) 1コ 杏仁豆腐(大豆含む) 25

濃口しょうゆ 0.5 マンゴーゼリー(乳含む) 25

砂糖 0.5

ひなあられ 1コ

ｴﾈﾙｷﾞｰ 611 kcal 614 kcal 643 kcal 624 kcal 683 kcal 633 kcal 581 kcal 633 kcal 572 kcal 581 kcal 586 kcal

蛋白質 23.6 g 27.3 g 29.6 g 25.6 g 30.1 g 23 g 25.2 g 27.4 g 27.7 g 21 g 21.6 g

脂質 16.5 g 23.3 g 17 g 29.3 g 28 g 21.2 g 24.6 g 22.4 g 17.5 g 15.5 g 20.4 g

日・曜日

黒糖パン 1袋 精白米 75

普通牛乳 1本 普通牛乳 1本

ミートボール（小） 35 ボンレスハム 18

じゃがいも 30 人参 10

玉ねぎ 25 玉ねぎ 15

人参 15 はくさい 10

キャベツ 20 白ねぎ 5

トマト水煮 10 緑豆はるさめ 5

トマトピューレー 5 ポークブイヨン 10

スープストック 0.5 淡口しょうゆ 4

食塩 0.4 食塩 0.3

なたね油 0.5 こしょう 0.02

＊スパニッシュオムレツ(50g) 1コ

さわら切身(50g) 1コ

カットポテト 35 なたね油 1

まぐろ油漬 8 濃口しょうゆ 1

玉ねぎ 20 みりん 1

冷凍おろしにんにく 0.15 日本酒 1

濃口しょうゆ 1.5 砂糖 0.5

バジルペースト 2 梅肉 3

オリーブ油 1 片栗粉 0.3

食塩 0.2

みかんクレープ＜直送＞ 1コ 豚肉 15

キャベツ 20

玉ねぎ 10

人参 5

しめじ 3

淡口しょうゆ 1.82

片栗粉 0.5

かき油 0.3

食塩 0.05

こしょう 0.02

なたね油 1

ｴﾈﾙｷﾞｰ 657 kcal 594 kcal

蛋白質 24.8 g 30.4 g

脂質 29.2 g 17.6 g

バジルポテト

池田市教育委員会
池田市立学校給食センター

令和４年 ３月分　学校給食献立表
＜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。＊印は卵を使用したメニュー、食品です。＜直送＞は業者から学校へ直接配送する食品です。
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ミートボールのトマトに はるさめスープ

こくとうパン

みかんクレープ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう
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ひなあられ

こ
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ごはん コッペパン ごはん ナン ごはん

はるまき

かんこくのり きりぼしだいこんのサラダ いんげんのごまあえ

トッポギ ささみフライ とうふハンバーグのねぎソース チキンナゲット

すましじる ポークカレー

さばのてりやき

くろまめきなこクリーム

16（水） 17（木）＜予備日＞

ひなまつり献立
こんだて

ツナとキャベツのソテー セルフちらしずしふう ひじきのいために かたぬきチーズ マンゴーあんにん

チリコンカン ＊わかさぎフリッター ほうれんそうのおひたし ブロッコリーのちゅうかいため にしんのにつけ

フルーツミックス

キムチなべ ABCマカロニスープ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

1（火） 2（水） 3（木） 4（金） 7（月） 8（火） 9（水）

ごはん しょくパン ごはん ごはん げんりょうごはん わかめごはん

10（木） 11（金） 14（月） 15（火）

＊クッパ さつまいものシチュー ぶたどん ヒルアギふう たいわんまぜそば とうふのみそしる

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

とんじる

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

ごはんに

まざっています

毎日の献立をインターネットで

見ることができます。

<お知らせ>

○加工食品等は、「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。

〇そば・落花生・かに・えびは使用して

いません。

〇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、３月に使用するパンは個包装

で提供します。

〇３月に使用するお米は、豊能町でとれた

「キヌヒカリ」を使用しています。

＜学校給食用半製品の材料＞保存料は使用していません

1日(火) 2日(水) 3日(木) 3日(木) 9日(水) 9日(水) 10日(木) 11日(金)・14日(月) 14日(月) 15日(火) 16日(水) 16日(水) 17日(木)

米（上新粉） 鶏肉（ささみ） 粒状植物性たん白 鮭 鶏肉 〔衣〕 野菜 〔皮〕 デュラム小麦の 食用油脂 わかさぎ 鶏ささみ肉 ぶどう糖果糖液糖 わかめ 豚肉 鶏卵 豆乳 加工デンプン 梅肉

ジャガイモ澱粉 パン粉 （大豆） 食塩 粉末状大豆たん白 天ぷら粉 　たまねぎ 　小麦粉 セモリナ 　大豆 小麦粉 食塩 砂糖 還元水あめ 鶏肉 フライドポテト 砂糖 増粘剤 (梅　食塩)

塩 　小麦粉 たまねぎ (大豆) ・小麦粉 　キャベツ 　糖類(水あめ (小麦) 　コーン 澱粉（コーン） 野菜エキス 豆乳 食塩 たまねぎ たまねぎ 加工油脂 (カードラン) 果糖ぶどう糖液糖

酒精 　砂糖 鶏肉 植物油脂(大豆) ・でん粉 　もやし 　ぶどう糖) 　パーム 植物性蛋白 玉ねぎ （大豆を含む） 昆布エキス パン粉(小麦) 鶏肉 米粉 乳化剤(大豆) みりん

　ショートニング 豆腐 でん粉 ・食塩 　にんじん 　大豆油 　ごま 　（大豆） 寒天 ゲル化剤 酵母エキスパウダー でん粉 ほうれん草 みかん・シラップづけ ゲル化剤 かつお削りぶし

　大豆 豚脂 砂糖 ・膨張剤 　たけのこ 　食塩 　パーム ベーキングパウダー マイタケエキス (増粘多糖類) ピロリン酸鉄 砂糖 でん粉 うんしゅうみかん果汁 (増粘多糖類) りんご加工品

　イースト 〔つなぎ〕 しょうゆ コーンフラワー 植物油脂 炭酸Ca 　からし 食塩 (一部に鶏肉を含む) 香料 食塩 砂糖 (濃縮還元) 安定剤 醸造酢

　食塩 　でん粉 もち米（国産） (小麦・大豆) でん粉 (大豆・なたね) 乳化剤 糖類 揚げ湯（なたね） 酸味料 酵母エキス 植物油 水あめ (増粘多糖類) しそ加工品

バッターミックス 　粉末状植物性たん白 しょうゆ 食塩 ぶどう糖 難消化性デキストリン ベーキングパウダー 　砂糖 乳酸Ca 香辛料 （ひまわり） 植物油(大豆) 香料 でん粉

魚肉 　小麦粉 砂糖 （小麦・大豆） 清酒 粉末しょうゆ でん粉 加工でん粉 　乳糖 ・ナツメグ 食酢 調整豆乳粉末 凝固剤 しょうゆ

でん粉 　澱粉（とうもろこし） 食塩 砂糖 チキンエキス調味料 (小麦・大豆) 小麦粉 ピロリン酸鉄 (ホエイリキッド) 11日(金) 11日(金) ・黒胡椒 食塩 砂糖・ぶどう糖 酸味料 (小麦・大豆)

砂糖 　植物性蛋白(大豆） みりん のり (小麦・大豆・鶏肉) 着色料製剤 ショートニング (一部に小麦・大豆 　ぶどう糖 ワインタイプ 　　果糖液糖 メタリン酸Na 食塩

食塩 　植物性油脂（ナタネ） 酵母エキス かつおエキス調味料 揚げ油（大豆油） 粒状植物性たん白 ・鶏肉を含む) みかん 　粉末水あめ 糖類 にしん 　醸造調味料 麦芽糖 カラメル色素

ぶどう糖 　食塩 香辛料 魚醤 （大豆） 砂糖・ きな粉 魚肉（スケソウタラ） ナチュラルチーズ （ぶどう糖果糖液糖 三温糖 ブイヨン レモン果汁 ベーキングパウダー

揚げ油(菜種) 大豆蛋白 加工デンプン 4日(金) 香辛料 しょうゆ ぶどう糖果糖液糖 (黒大豆) 加工澱粉 乳化剤 還元水飴） 醤油 酵母エキス (濃縮還元) ピロリン酸第二鉄

食塩 セルロース 加工デンプン (小麦・大豆) クエン酸 チーズホエイ 馬鈴薯澱粉 クエン酸鉄Na マンゴーピューレ (小麦・大豆) こしょう カロチノイド色素

炭酸Ca 添加物製剤 はるさめ (生乳) 砂糖 製菓材料 発酵調味料

2日(水) ピロリン酸鉄 小麦粉 ・pH調整剤 食塩 食塩 発酵調味料 　食用植物油脂 生姜

豆腐用凝固剤 植物油脂 ・V.C 砂糖 乳化剤 食塩 　乳たんぱく 加工澱粉

(一部に大豆・鶏肉・ ショートニング クエン酸鉄 鶏肉 　グリセリン脂肪 トマト色素 　ホエイパウダー 食塩

大豆（豆乳ベース） 豚肉を含む) 砂糖 酵母エキス 酸エステル ゲル化剤

砂糖 食塩 こしょう 植物レシチン （増粘多糖類）

米油 イースト　 酸味料

天日塩 ソルビタン脂肪酸 V.C

乳酸カルシウム エステル　 乳化剤

乳化剤 ビタミンC 乳酸Ca

糊料（カラギナン） 麦芽粉末 （一部に

香料 グァーガム 　乳成分を含む）

ひなあられ

4日(金) 8日(火) 16日(水)

豆乳

ささみフライ（50g） 豆腐ハンバーグ(50g) 鮭フレーク

ナン（70ｇ）

チキンナゲット(18g) みかんクレープ

マンゴーゼリー

(乳含む)

梅肉春巻き(50g) アルファベットマカロニ
黒豆きなこ

クリーム(乳含む）

＊わかさぎ

フリッター(11g)

なると 型ぬきチーズ(10g)

にしんの煮付け(40g)

わかめご飯のもと ミートボール（小）
＊スパニッシュ

オムレツ(50g)
トッポギ

みかん（缶詰）

ささみフレーク
杏仁豆腐

(大豆含む)

さつま揚げ


