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３月　学校給食こんだて表 岐南町総合調理センター
【小学校】

1日（水） ２日（木） ３日（金）

いちごのムース
ブロッコリーの
ミモザサラダ
（ド）

ミルメーク
コーヒー

菜花
な ば な

のごまあえ ぶりの照
て

り焼
や

き

６日（月） ７日（火） ８日（水） ９日（木） １０日（金）

デコポン　きんぴらごぼう 小松菜
こ ま つ な

と油揚
あぶらあ

げの煮
に

びたし

　　　　　　　さわらの菜
な

の花焼
は な や

き 　　　　　小魚
こざかな

　　にらチヂミ さばの塩焼
し お や

き

えびしゅうまい ホイップ添
ぞ

え 海藻
かいそう

サラダ（ド） 揚
あ

げ出
だ

し豆腐
ど う ふ

（おろしだれ）

じゃがいもとわかめの白
しろ

みそ汁
しる

とんこつラーメンの汁
しる

湯葉
ゆ ば

と手まり麩
ふ

のすまし汁
じる

１３日（月） １４日（火） １５日（水） １６日（木） １７日（金）

チンゲン菜
さい

のナムル キャベツのゆかりあえ いちご＆マーガリン

ポテトと
スナップえん
どうのチーズ
焼き

２０日（月） ２１日（火） ２２日（水） ２３日（木） ２４日（金）

ツナサラダ（マ） ほうれん草
そう

ともやしのおひたし

型抜
か た ぬ

きチーズ

※節水しながら衛生的に調理を

〇食材は素手で触らない

手洗いが十分できないので、使い

捨てのビニール製手袋などを使います。

〇キッチンバサミやピーラーを活用する
キッチンバサミやピーラーは包丁

の代わりに使えます。まな板を使わ

ずにちょうりでき、衛生的です。

〇ポリ袋を活用する
ポリ袋の中で食材を混ぜたり、

ご飯を炊いたりすることができます。

□朝昼晩、一日三食

規則正しく食べる

ことができた。

□すききらいしないで、

バランスよく食べる

ことができた。

□いただきます。

ごちそうさまの

あいさつをした。

□はしのもち方や食

事のマナーに気を

つけることができた。

□みんなと楽しく食べる

ことが

できた。

古くから日本では赤い食べ物には

魔除けの力があり、災いを避ける力

があるとされ、お祝いの席に欠かせ

ない料理です。

３月１０日（金）「防災給食」です。

防災用の備蓄米と豚汁が登場します。

日本では、地震、津波、豪雨、台風などの災害が多発しています。災害は

いつ起こるか分かりません。日頃から家庭で、食料・飲料などを備蓄し災

害時に備えておくことが大切です。

災害時の野菜不足に備えよう

災害時は野菜不足になり、便秘や体調不良になりがちです。

野菜の缶詰、レトルト、乾燥野菜、常温で保存できるじゃがい

もや玉ねぎなどを普段から多めに備蓄しておくと役立ちます。

災害時の調理のコツ



日(曜)

kcal

日(曜)

kcal

※分量は小学校３・４年生の１人当たりの量（ｇ）を表示しています。
※エネルギー量（㎉）は、左から小学校・中学校量を表示しています。
※学校給食で使用する県内産の食材については、学校給食地産地消推進事業により、県・市町村・JAグループから援助を受けています。
※材料の都合により、やむをえず献立及び使用材料を一部変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

10(金)

献
立

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

令和５年　３月給食材料明細表
岐南町総合調理センター

1(水) 2(木) 3(金) 6(月)【小学校】 7(火) 8(水) 9(木)

れんこんチップス 豚汁
菜花のごまあえ ブロッコリーのミモザサラダ（ド） ひなあられ じゃがいもとワカメの白みそ汁 杏仁フルーツ 湯葉と手まり麩のすまし汁 コーンサラダ（ド） いちごタルト
とんかつ（ソース） チキンクリームシチュー けんちん汁 きんぴらごぼう にらチヂミ 小松菜と油揚げの煮びたし

黒パン 田舎ごはん
赤飯【中学校】 シナモンパン ぶりの照り焼き さわらの菜の花焼き とんこつラーメンの汁 焼き肉 ポークビーンズ さばの塩焼き
白ごはん【小学校】 ミルキーロール 五目ちらしごはん（錦糸卵） 菜めし 中華めん 白ごはん

お祝いクレープ【中学校】
いちごムース【小学校】
味付けのり【小学校】
春のかすみ汁 ミルメークコーヒー デコポン 小魚 しそひじき

206.00 牛乳 206.00 牛乳 206.00206.00 牛乳 206.00 牛乳 206.00 牛乳

献
立
の
材
料

牛乳 206.00 牛乳 206.00 牛乳

80.00 黒パン 55.00 田舎ごはん 80.00
赤飯（中学校） 80.00 精麦

50.00 精白米 80.00 蒸し中華めん 160.00 精白米精白米（小学校） 80.00 ミルキーロール 34.00 アルファ化米

40.00 豚肉 10.00 さば 40.00
トンカツ 40.00 大豆白絞油 5.00 かんぴょう

10.00 焼き豚 5.00 豚ロース小型パン 30.00 鶏肉
5.00 菜めしの素 2.00

0.50 じゃがいも 20.00
とんかつソース 5.00 三温糖 6.50 味付けしらす干し

15.00 しろしょうゆ 2.00 なると 10.00 赤みそ
4.00 大豆水煮 35.00 食塩 0.16

大豆白絞油 5.00 シナモン 0.30 にんじん
2.00 さわら 40.00 にんじん 15.00 こいくちしょうゆ

0.50 にんじん 20.00 さといも 10.00
菜花 20.00 鶏肉 25.00 油揚げ

0.50 酒 1.00 ねぎ 7.00 みりん
0.20 玉ねぎ 50.00 豚肉 5.00

干し椎茸
1.00 みりん 2.00 しなちく 5.00 三温糖

0.50 ケチャップ 7.00 ごぼう 10.00
ホールコーン 10.00 じゃがいも 40.00 しろしょうゆ

4.00 水耕ねぎ 1.00 おろし生姜 0.20 にんにく
0.50 トマトピューレ 14.00 だいこん 15.00

もやし 20.00 白ワイン 1.00 米酢
3.00 玉ねぎ 5.00 にんにく 0.20 おろし生姜

35.00 りんごピューレ 5.00 こんにゃく 5.00
こいくちしょうゆ 2.00 にんじん 20.00 酒

5.00 牛乳 5.00 白こしょう 0.02 こまつな
ハヤシフレーク 3.00 にんじん 10.00

白すりごま 2.00 玉ねぎ 30.00 三温糖
3.56 ホールコーン 5.00 食塩 0.10

1.60 デミグラスソース 3.00 赤みそ 9.00
糸かまぼこ 10.00 スープストック 1.00 食塩

1.04 アルミカップ 1.00 サラダ油 0.25 うすくちしょうゆ
7.00 こいくちしょうゆ 1.80 ねぎ 5.00

クリームコーン 10.00 みりん
1.00 マヨネーズ 10.00 白湯スープ 10.00 油揚げ

0.55 白こしょう 0.02
にんじん 10.00 白こしょう 0.02 サラダ油

1.00 ごぼう 25.00 にら 10.00 みりん
0.50 食塩 0.10 いりこだし 2.00

ちらしかまぼこ 5.00 食塩 0.45 和風だし
0.27 三温糖

スープストック 1.00
干し椎茸 0.50 薄力粉 4.00

15.00 こんにゃく 10.00 いか 10.00
0.34 三温糖 1.00 いちごタルト 40.00

みつば 3.00 牛乳 30.00 錦糸卵
1.00 にんじん 15.00 玉ねぎ 13.00 和風だし

1.00
食塩 0.25 サラダ油 0.50 こいくちしょうゆ

40.00 三温糖 1.20 液卵 3.50 手まり麩
7.00 サラダ油 0.50

しろしょうゆ 4.00 マーガリン 4.00 ぶり
こいくちしょうゆ 2.00 チヂミ粉 14.00 湯葉

4.00 大豆白絞油 3.00
ブロッコリー 20.00 酒

3.50 和風だし 0.50 食塩 0.05 みつば
10.00 れんこん 30.00

かつおだし 2.00 みりん
4.00 みりん 0.50 コチジャン 0.50 にんじん

4.00
キャベツ 20.00

1.20 ごま油 0.50 水 9.00 しろしょうゆ
0.20 食塩 0.17

味付けのり（小学校） 2.00 ゆでたまご 10.00 三温糖
1.70 白いりごま 1.00 こいくちしょうゆ 0.15 干し椎茸

2.00 きゅうり 10.00
お祝いクレープ（中学校） 35.00 油揚げ

20.00 じゃがいも 25.00 かつおだし
0.25 キャベツ 25.00

いちごのムース（小学校） 30.00 ごまドレッシング 5.00 木綿豆腐
アルミカップ 1.00 食塩

10.00 野菜和風ドレッシング 5.00
にんじん

20.00 玉ねぎ 10.00 パインチャンク 20.00 しそひじき
ホールコーン 15.00

ミルメークコーヒー 12.50 だいこん
5.00 油揚げ 5.00 黄桃チャンク 20.00

ねぎ
10.00 カットわかめ 0.50 杏仁豆腐 20.00こんにゃく
10.00 ねぎ 5.00 みかんチャンク 20.00

うすくちしょうゆ
0.20 いりこだし 2.00 一食小魚 5.00角切昆布
5.00 白みそ 10.00

かつおだし
0.25 デコポン 40.00食塩
4.00

ひなあられ

2.00

8.00

611・７４１ 640・８０１ 664・７７３

13(月) 14(火) 15(水) 16(木) 17(金) 20(月) 22(水)

667・８01 673・７３８ 606・７20 692 ５72・702

赤飯【小学校】 テーブルロールパン
麻婆豆腐 焼きそば 天丼の具（えび＆かぼちゃ） ポテトとスナップエンドウのチーズ焼き 揚げ出し豆腐（おろしだれ） 奥美濃風カレー 白ごはん【中学校】 ピザトースト
麦ごはん 小型パン 白ごはん 食パン 鯛めし 麦ごはん

23(木)【中学校】
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

ほうれん草ともやしのおひたし

お祝いクレープ【小学校】
いちご＆マーガリン 型抜きチーズ

えびフライ（タルタルソース） キャベツのソテー
チンゲン菜のナムル フルーツのホイップ添え わけぎと大根のみそ汁 コーンポタージュ（ク） 草もち 福神漬け 五目かきたま汁 ポトフ
えびしゅうまい フランクフルト キャベツのゆかりあえ 海藻サラダ(ド） 沢煮椀 ツナサラダ（マ）

献
立
の
材
料

牛乳 206.00 牛乳 206.00 牛乳 206.00 牛乳 206.00

いちごムース【中学校】
味付けのり【中学校】

献
立

精白米 70.00 小型パン 30.00 精白米 80.00 食パン 55.00

牛乳 206.00牛乳 206.00 牛乳 206.00 牛乳 206.00

焼きそば麺 70.00 えび 20.00 ロースハム 7.00
精麦 5.00 精麦 7.00 精白米【中学校】 80.00

テーブルロールパン 38.00
精麦 7.00

アルファ化米 60.00 精白米 70.00 赤飯【小学校】 80.00

玉ねぎ 10.00
豚ひき肉 20.00 豚肉 15.00 薄力粉 5.00 オニオンソテー 10.00

にんじん 7.00 鶏肉 20.00 エビフライ 50.00
食パン 32.50

冷凍豆腐 90.00 やきそばソース 3.00 かぼちゃ 20.00 じゃがいも 30.00
まだい 25.00

ピーマン 5.00
おろし生姜 0.25 玉ねぎ 30.00 水 10.00 マッシュルーム 5.00

うすくちしょうゆ 5.00 玉ねぎ 40.00 タルタルソース 8.00
ベーコン 10.00

サラダ油 0.50 キャベツ 50.00 米粉 5.00 スナップえんどう 5.00
酒 1.00 じゃがいも 40.00 大豆白絞油 5.00

ケチャップ 10.00
トウバンジャン 0.11 きざみ生姜 1.00 こいくちしょうゆ 5.00 白こしょう 0.02

みりん 1.25 郡上みそ 1.00 液卵 15.00
ダイストマト 10.00

にんにく 0.25 にんじん 15.00 大豆白絞油 4.00 食塩 0.20
昆布だし 1.00 にんじん 15.00

テンメンジャン 3.70 やきそばソース 8.00 三温糖 2.30 アルミカップ 1.00
りんごピューレ 5.00 玉ねぎ 15.00

ナチュラルチーズ 15.00
ねぎ 10.00 あおのり 0.20 みりん 2.60 ナチュラルチーズ 15.00

サラダ油 0.50 ケチャップ 2.00 にんじん 10.00

ホールコーン 10.00
酒 2.00 白こしょう 0.02 水 17.30 キャベツ 30.00

大豆白絞油 5.00 カレーフレーク 14.00 みつば 4.00
ロースハム 5.00

三温糖 1.57 食塩 0.20 かつおだし 0.40
揚げだし豆腐 50.00 ウスターソ－ス 2.00 えのきたけ 5.00

ピーマン 5.00
鶏ガラスープ 0.56 キャベツ 30.00 きゅうり 15.00

水耕ねぎ 2.00 フルーツチャツネ 1.00 しろしょうゆ 4.00
キャベツ 30.00

こいくちしょうゆ 5.60 サラダ油 0.20 カットわかめ 0.50
だいこん 5.00 ロイアルマサラ 0.02 干し椎茸 0.20

白こしょう 0.01
ごま油 0.30 ケチャップ 5.00 ゆかり粉 0.50 青じそドレッシング 5.00

みりん 0.70 白こしょう 0.02 かつおだし 2.00
食塩 0.10

水 45.00 フランクフルト 30.00 きゅうり 20.00 ホールコーン 10.00
うすくちしょうゆ 2.00 食塩 0.05 食塩 0.25

サラダ油 0.20
にら 5.00 三温糖 1.50 クリームコーン 40.00

三温糖 0.20 おろし生姜 0.20
スープストック 0.20

かたくり粉 1.70 ウスターソ－ス 2.50 食塩 0.06
酒 0.50 にんにく 0.20 かたくり粉 0.50

ウィンナー 15.00
りんごチャンク 20.00 木綿豆腐 20.00 スープストック 1.00

水 10.00 ほうれんそう 20.00サラダ油 0.50 だいこん 23.00 玉ねぎ 20.00
和風だし 0.20 サラダ油 0.50 もやし 30.00

にんじん 20.00
みかんチャンク 20.00 油揚げ 5.00 マーガリン 4.00

きゅうり 10.00 こいくちしょうゆ 2.00
じゃがいも 35.00

えびしゅうまい 36.00 黄桃チャンク 20.00 えのきたけ 5.00 牛乳 40.00
かたくり粉 0.20 キャベツ 25.00 花かつお 1.00

スープストック 1.00
チンゲン菜 20.00 ホイップクリーム 25.00 赤みそ 5.00 食塩 0.50

こんにゃく 5.00 まぐろオイル漬 10.00 お祝いクレープ【小学校】 35.00
玉ねぎ 30.00

にんじん 10.00 パインチャンク 20.00 わけぎ 7.00 薄力粉 4.00
豚肉 6.00 ホールコーン 15.00

白こしょう 0.02
こいくちしょうゆ 2.00 いりこだし 2.00 クルトン 0.60

にんじん 10.00
食塩 0.32

もやし 20.00 白みそ 5.00 サラダ油 0.50
だいこん 15.00 マヨネーズ 5.00 いちごムース【中学校】 30.00

サラダ油 0.50
食塩 0.08

みつば 3.00
パセリ 0.50

三温糖 0.62 乾燥パセリ 0.05
ごぼう 15.00 福神漬 10.00 味付けのり【中学校】 2.00

ごま油 0.30
うすくちしょうゆ 4.00トウバンジャン 0.08 いちご＆マーガリン 11.00
干し椎茸 0.50 型抜きチーズ 15.00

白こしょう 0.02白いりごま 1.00
食塩 0.20

かつおだし 2.00

644・８１９ 778・８９5 611・７１３ 677・820 626・７４１ 684・８５９ 733・830 705

草もち 40.00


