
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

ツナそぼろごはん(エコ米) ごはん 減量コッペパン コッペパン ごはん(エコ米)

かきたま汁 焼きししゃも シーフードスパゲティ いちごジャム 麻婆豆腐

ひなあられ ひじきの炒め煮 フルーツヨーグルト フライドチキン 中華スープ

豆乳みそ汁 野菜の洋風煮 アーモンド
食品名 小分量 食品名 小分量 食品名 小分量 食品名 小分量 食品名 小分量

＊○牛乳 206.00 乳 ＊○牛乳 206.00 乳 ＊○牛乳 206.00 乳 ＊○牛乳 206.00 乳 ＊○牛乳 206.00 乳
【ツナそぼろごはん】 【ごはん】 【減量コッペパン】 【コッペパン】 【ごはん】
　○エコ米 80.00 　○米 80.00 ＊○減量ｺｯﾍﾟﾊﾟﾝ 55.00 乳・小麦・★ ＊○コッペパン 60.00 乳・小麦・★ 　○エコ米 80.00
＊○まぐろ油漬缶 40.00 大豆 【焼きししゃも】 【シーフードスパゲティ】 【いちごジャム】 【麻婆豆腐】
　●にんじん 10.00 　○ししゃも 40.00 ★⑨ ＊○ベーコン 5.00 豚肉・★③ 　○いちごジャム 15.00 ★⑪ ＊●豚肉 15.00 豚肉
　●三度豆 3.00 【ひじきの炒め煮】 　●にんにく 0.30 【フライドチキン】 　●土しょうが 0.40
　○ホールコーン 10.00 ＊●鶏肉 5.00 鶏肉 　○ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ 0.50 ＊●鶏もも肉 50.00 鶏肉 　●にんにく 0.20
　●土しょうが 0.80 　○米サラダ油 0.50 ＊○切りいか 20.00 いか 　●塩 0.20 　○米サラダ油 0.50
　○米サラダ油 0.50 　○ひじき 2.50 ＊○むきえび 15.00 えび 　○こしょう 0.02 ＊○液体スープ 6.00 鶏肉
＊○濃口しょうゆ 3.00 小麦・大豆 　●にんじん 5.00 　○白ワイン 1.00 　○ｶﾞｰﾘｯｸﾊﾟｳﾀﾞｰ 0.10 ＊○豆腐 80.00 大豆
　○砂糖 2.50 ＊○油揚げ 3.00 大豆 　●たまねぎ 30.00 　○バジル 0.05 　●青ねぎ 7.00
　○みりん 2.00 ＊○削りぶし 0.50 さば 　●にんじん 7.00 ＊○小麦粉 3.00 小麦 ＊○赤みそ 3.00 大豆
【かきたま汁】 　○砂糖 2.50 ＊○液体スープ 10.00 鶏肉 　○片栗粉 2.00 ＊○テンメンジャン 4.00 小麦・大豆・ごま

＊○豆腐 20.00 大豆 　○みりん 2.00 　●塩 0.50 　○米白絞油 5.00 　○豆板醤 0.10
　○かまぼこ 10.00 ＊○濃口しょうゆ 3.50 小麦・大豆 　○こしょう 0.05 【野菜の洋風煮】 　○料理酒 1.00
　●たまねぎ 15.00 【豆乳みそ汁】 ＊○淡口しょうゆ 1.00 小麦・大豆 ＊○ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄｿｰｾｰｼﾞ 10.00 豚肉 ＊○濃口しょうゆ 0.50 小麦・大豆
　●えのきたけ 5.00 ＊○厚揚げ(小) 10.00 大豆 　●パセリ 0.50 　●にんじん 15.00 　●塩 0.10
　○片栗粉 1.00 　●ごぼう 5.00 ＊○スパゲティ 30.00 小麦 　●たまねぎ 20.00 　○片栗粉 1.00
　●みつば 3.00 　●にんじん 5.00 　●塩 0.00 　●じゃがいも 40.00 【中華スープ】
＊●卵 20.00 卵 　●じゃがいも 15.00 【フルーツヨーグルト】 　●キャベツ 40.00 ＊○むきえび 10.00 えび
＊○削りぶし 2.00 さば 　●しめじ 5.00 ＊○ﾌﾟﾚｰﾝﾖｰｸﾞﾙﾄ 40.00 乳 　○ホールコーン 10.00 　●にんじん 10.00
＊○淡口しょうゆ 4.00 小麦・大豆 　●太もやし 10.00 　○みかん(缶) 25.00 ＊○液体スープ 10.00 鶏肉 　●たまねぎ 20.00
　○みりん 2.00 　●青ねぎ 3.00 ＊○黄桃(缶) 25.00 もも ＊○淡口しょうゆ 1.50 小麦・大豆 　●チンゲンサイ 10.00
　●塩 0.30 ＊○削りぶし 1.50 さば 　○砂糖 1.00 　●塩 0.50 　●太もやし 10.00
【ひなあられ】 ＊○赤みそ 8.00 大豆 　○こしょう 0.01 　●えのきたけ 5.00
＊○ひなあられ 8.00 ＊○豆乳 20.00 大豆 ＊○鶏がら 10.00 鶏肉・★④

　●青ねぎ 0.20
　●土しょうが 0.10
＊○淡口しょうゆ 4.00 小麦・大豆
　○料理酒 0.20
　●塩 0.40
　○こしょう 0.01
【アーモンド】
　○アーモンド 10.00

牛乳 牛乳 牛乳 コッペパン 牛乳

カレーライス ごはん バターパン とんかつ・濃厚ソース(小袋) ツナピラフ

ボイルサラダ・ドレッシング（和風） 鮭の塩焼き しょうゆラーメン 白菜スープ 三色ソテー

大和煮 キムチ炒め 飲むヨーグルト ミネストローネ

みそ汁
食品名 小分量 食品名 小分量 食品名 小分量 食品名 小分量 食品名 小分量

＊○牛乳 206.00 乳 ＊○牛乳 206.00 乳 ＊○牛乳 206.00 乳 【コッペパン】 ＊○牛乳 206.00 乳
【カレーライス】 【ごはん】 【バターパン】 ＊○コッペパン 60.00 乳・小麦・★ 【ツナピラフ】
　○米 80.00  　○米 80.00 ＊○バターパン 60.00 乳・小麦・★ 【とんかつ】 　○米 70.00
＊●牛肉 15.00 牛肉 【鮭の塩焼き】 【しょうゆラーメン】 ＊○とんかつ 50.00 小麦・豚肉・★⑩ ＊○まぐろ油漬缶 20.00 大豆
　●土しょうが 0.60  ＊○塩さけ 50.00 さけ ＊○焼き豚 10.00 小麦・大豆・豚肉 　○米白絞油 5.00 　●にんじん 7.00
　●にんにく 0.40  【大和煮】 　●にんじん 5.00 ＊○濃厚ｿｰｽ(小袋) 8.00 大豆・りんご 　○ホールコーン 7.00
　○米サラダ油 0.50  ＊●牛肉 5.00 牛肉 　●太もやし 10.00 【白菜スープ】 　●三度豆 3.00
　●たまねぎ 45.00  　○米サラダ油 0.50 　●チンゲンサイ 10.00 ＊●鶏肉 7.00 鶏肉 ＊○液体スープ 15.00 鶏肉
　●にんじん 20.00  　●にんじん 5.00 　○ホールコーン 10.00 　●にんじん 10.00 　○料理酒 2.00
　●じゃがいも 40.00  　●ごぼう 5.00 ＊○鶏がら 10.00 鶏肉・★④ 　●はくさい 40.00 　●塩 1.00
＊○液体スープ 15.00 鶏肉 　○たけのこ水煮 5.00 　○煮干し 1.00 ★⑥ 　●じゃがいも 10.00 　○こしょう 0.02
＊○バター 4.00 乳 ＊○大豆 15.00 大豆 　●青ねぎ 0.20 　●えのきたけ 7.00 【三色ソテー】
　○米サラダ油 2.00  　●つきこんにゃく 7.00 　●土しょうが 0.05 ＊○鶏がら 10.00 鶏肉・★④ ＊○ハム 5.00 豚肉
＊○小麦粉 7.00 小麦 　○切り昆布 1.50 ＊○濃口しょうゆ 3.00 小麦・大豆 　●セロリ 0.30 　○ホールコーン 10.00
　○カレー粉 0.70  　○砂糖 1.50 ＊○淡口しょうゆ 1.00 小麦・大豆 　○ローリエ 0.01 　●キャベツ 40.00
＊○ﾘﾝｺﾞﾋﾟｭｰﾚ 5.00 りんご ＊○濃口しょうゆ 2.00 小麦・大豆 　●塩 0.30 ＊○淡口しょうゆ 3.00 小麦・大豆 　○米サラダ油 0.50
　○ケチャップ 2.00 ★② 【みそ汁】 　○こしょう 0.05 　●塩 0.50 　●塩 0.20
＊○ウスターソース 1.50 りんご・★① ＊○厚揚げ(小) 15.00 大豆 ＊○中華麺 50.00 小麦 　○こしょう 0.01 　○こしょう 0.01
＊○濃厚ソース 1.50 りんご・★① 　●たまねぎ 20.00 　○生わかめ 2.00 ★⑧ 【飲むヨーグルト】 【ミネストローネ】
＊○濃口しょうゆ 1.50 小麦・大豆 　●じゃがいも 10.00 　●青ねぎ 5.00 ＊○飲むヨーグルト 193.00 乳 ＊○ベーコン 7.00 豚肉・★③
＊○粉チーズ 3.00 乳 　●にんじん 5.00 ＊○白すりごま 1.00 ごま 　○ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ 0.30
　●塩 0.50  　●えのきたけ 5.00 【キムチ炒め】 　●にんじん 10.00
　○こしょう 0.01  　●青ねぎ 3.00 ＊●豚肉 10.00 豚肉 　●たまねぎ 25.00
【ボイルサラダ】 　○生わかめ 3.00 ★⑧ 　○米サラダ油 0.50 　○トマト水煮 10.00
　●キャベツ 30.00  ＊○削りぶし 2.00 さば 　●はくさい 60.00 　●じゃがいも 20.00
　●ブロッコリー 15.00  ＊○赤みそ 5.00 大豆 　●にら 5.00 ＊○鶏がら 10.00 鶏肉・★④
＊○ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(和風) 8.00 卵・小麦・ｵﾚﾝｼﾞ ＊○白みそ 4.00 大豆 ＊○キムチの素 1.80 えび・大豆・りんご 　●セロリ 0.30

大豆・りんご ＊○濃口しょうゆ 1.50 小麦・大豆 　○ローリエ 0.01
　○砂糖 0.40 ＊○淡口しょうゆ 4.00 小麦・大豆
　○片栗粉 0.50 　●塩 0.40

　○こしょう 0.01

(木)3月12日(火)3月9日 (月) 3月10日 3月11日 (水)

3月2日 3月3日(月) 3月6日(木)

平成２７年３月分　アレルギー表示こんだて表　　　　　　　岸和田市教育委員会、岸和田市学校給食会

(金)3月4日 (水)(火) 3月5日

アレルギー表示

3月13日 (金)

  [保護者からの連絡欄] 
 

  

  年 組 (児童名)            さん 
 
 

  保護者様 

  ☆除去が必要な食品名に印をつけて、 
   １枚を学校に提出してください。         日までに            

 裏面もあります 

 「＊」はアレルギー物質を含む食品です。 
   アレルギー物質の詳細は、アレルギー表示の欄に記載しています。 
   「○」は給食会取扱の一括物資（基幹物資を含む）です。 
   「●」は、各校購入の単独物資です。 
 
 表示は原材料に次のｱﾚﾙｷﾞｰ物質を含むものを対象とします。 
 ＜表示義務のある７品目＞ 
  卵・乳・小麦・そば・落花生・えび・かに 
 ＜表示が勧められている２０品目＞ 
  あわび・いか・いくら・オレンジ・キウイフルーツ・牛肉・ 
  くるみ・さけ・さば・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・まつたけ・ 
  もも・やまいも・りんご・ゼラチン・ごま・カシューナッツ 
 ----------------------------------------------------------- 
【注意】表示がなくても、同一工場内でアレルギー物質を 
    含むものを製造している可能性があります。特に各製造 
    メーカーより注意喚起の情報を受けたものについては、 
    アレルギー表示欄に「★」印をつけています。 
  詳細については、裏面≪注意喚起：コンタミネーション 
  情報≫をご覧ください。 
 



牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

赤飯 ビビンバ（エコ米）・きざみのり コッペパン 減量かやくごはん

さわらの竜田揚げ わかめスープ ジャーマンポテト 肉うどん

豚汁 みかんゼリー コーンスープ 煮びたし

グレープゼリー
食品名 小分量 食品名 小分量 食品名 小分量 食品名 小分量

＊○牛乳 206.00 乳 ＊○牛乳 206.00 乳 ＊○牛乳 206.00 乳 ＊○牛乳 206.00 乳
【赤飯】 【ビビンバ】 【コッペパン】 【減量かやくごはん】
　○米 55.00 　○エコ米 80.00 ＊○コッペパン 60.00 乳・小麦・★ 　○米 70.00
　○もち米 20.00 ＊●牛肉 20.00 牛肉 【ジャーマンポテト】 　●にんじん 7.00
　○あずき 8.00 　●にんにく 0.30 ＊○ベーコン 10.00 豚肉・★③ ＊○油揚げ 5.00 大豆
　●塩 1.00 　○米サラダ油 0.50 　○米サラダ油 0.30 　●こんにゃく 7.00
【さわらの竜田揚げ】 　○ぜんまい水煮 15.00 　●たまねぎ 20.00 　○料理酒 0.30
＊○さわらの竜田揚げ 50.00 小麦・大豆 　●太もやし 25.00 　●にんじん 10.00 ＊○濃口しょうゆ 5.00 小麦・大豆
　○米白絞油 5.00 　●にんじん 10.00 　●じゃがいも 60.00 　●塩 0.50
【豚汁】 　●チンゲンサイ 20.00 　●パセリ 0.50 【肉うどん】
＊●豚肉 7.00 豚肉 ＊○濃口しょうゆ 5.00 小麦・大豆 ＊○淡口しょうゆ 1.20 小麦・大豆 ＊●牛肉 20.00 牛肉
＊○油揚げ 5.00 大豆 　○砂糖 2.30 　●塩 0.10 　○砂糖 2.00
　●にんじん 10.00 　○とうがらし粉 0.02 　○こしょう 0.01 ＊○濃口しょうゆ 2.00 小麦・大豆
　●たまねぎ 20.00 　○ｵｲｽﾀｰｿｰｽ 1.00 【コーンスープ】 　●たまねぎ 25.00
　●太もやし 10.00 　○刻みのり 0.50 ＊●鶏肉 10.00 鶏肉 ＊○削りぶし 2.00 さば
　●こんにゃく 10.00 【わかめスープ】 　●にんじん 10.00 　○みりん 3.00
　●青ねぎ 5.00 ＊○焼き豚 7.00 小麦・大豆・豚肉 　●たまねぎ 15.00 ＊○淡口しょうゆ 5.00 小麦・大豆
　○煮干し 2.00 ★⑥ ＊○豆腐 20.00 大豆 　○ホールコーン 10.00 ＊○うどん 50.00 小麦・★⑦
＊○赤みそ 11.00 大豆 　●たまねぎ 20.00 　○クリームコーン 40.00 　●青ねぎ 5.00
【グレープゼリー】 　●えのきたけ 7.00 ＊○鶏がら 10.00 鶏肉・★④ 【煮びたし】
　○ｸﾞﾚｰﾌﾟｾﾞﾘｰ 23.00 　●にら 4.00 　●セロリ 0.30 　○平天 7.00

　○生わかめ 4.00 ★⑧ 　○ローリエ 0.01 　●はくさい 50.00
＊○白ごま 1.00 ごま 　●塩 0.50 ＊○濃口しょうゆ 1.50 小麦・大豆
＊○鶏がら 10.00 鶏肉・★④ 　○こしょう 0.01 　○みりん 0.30
　●青ねぎ 0.20 ＊○牛乳 30.00 乳
　●土しょうが 0.10
＊○淡口しょうゆ 4.00 小麦・大豆
　●塩 0.40
　○こしょう 0.01
【みかんゼリー】
　○みかんゼリー 23.00

(木)

＜卒業式＞

3月20日 (金)3月16日 (月) 3月17日 (火) 3月18日 (水) 3月19日

※アレルギー情報はこちら http://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/63/schoolmeal-menu.html 

≪注意喚起：コンタミネーション情報≫ 
 

 コンタミネーションとは、原材料に使用していないにも関わらず、特定原材料が意図せずに最終加工品に混入してしまう場合をいいます。 
 各製造メーカーより情報提供を受けたもののみ記載しています。 

★：各種パン 
 ＜川﨑製パン㈱製造分＞ 
  （対象校）中央小、城内小、浜小、朝陽小、東光小、旭小、太田、天神山小、修斉小、 
  東葛城小、山直南小、山滝小 
  同工場内で卵、落花生、オレンジ、くるみ、大豆、豚肉、りんご、ごまを含む製品を 
  製造しています。 
  
＜ケイアンドケイフーズ㈱製造分＞ 
  （対象校）春木小、大芝小、大宮小、城北小、新条小、八木北小、八木小、八木南小 
  同工場内で、卵、くるみ、大豆、りんご、ごまを含む製品を製造しています。 
 
 ＜大幸食品㈱製造分＞ 
  （対象校）光明小、常盤小、山直北小、城東小 
  同工場内で、オレンジ、りんごを含む製品を製造しています。 
 

★①：ウスターソース、濃厚ソース 

   同工場内で卵、乳、小麦、さば、大豆、鶏肉、豚肉、もも、ごまを含む製品を製造しています。 

★②：ケチャップ 

   同工場内で卵、乳、小麦、さば、大豆、鶏肉、豚肉、もも、りんご、ごまを含む製品を製造しています。 

★③：ベーコン（無添加） 

   本製品製造ラインでは、乳、卵、小麦を含む製品を製造しております。 
★④：鶏がら 

   本品で使用している鶏骨は卵のたんぱく質（キンカン）を含む工程で処理しています。 
★⑤：味付けのり 

   小麦、えび、さばを含む製品と同じ工場で製造しています。 
★⑥：煮干し 

   本品で使用しているかたくちいわしは、かに・えびを食べています。 
 

 

★⑦：うどん    

  本生産工場では、卵を含む製品を製造しています。 

★⑧：生わかめ 

   本製品は、えび、かに、いかが生息している海域で採集されています。 

★⑨：ししゃも、ししゃも（粉付き） 

   メスです。魚卵アレルギーに注意。 
★⑩：とんかつ 
   本品製造工場では、乳、卵、大豆、ごま、鶏肉を含む製品を製造しています。 

★⑪：いちごジャム 

   同工場内で乳、小麦、落花生、オレンジ、大豆、バナナ、りんごを含む製品を 

   製造しています。 

http://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/63/schoolmeal-menu.html

