
ビーンズサンド ちらしごはん（ごはん） 麦ごはん

   （サンドパン） きざみのり ポークカレー

長ねぎのポタージュ めかじきと 白菜とじゃこの

フルーツポンチ 　さつま芋の揚げあえ 　　　　　　炒め煮

牛乳 やよい汁 牛乳

ひなあられ

牛乳

かつ丼 クロワッサン ごはん　 ビビンバ

　　（ごはん） カレースパゲッティ 焼きのり 　　（麦ごはん）

みそ汁 コーンスープ さばのごまみそかけ わかめと

はっこう乳 すだちゼリー 煮びたし 　　コーンのスープ

牛乳 豆腐と 清見オレンジ

　大根のとろみ汁 牛乳

牛乳

きな粉パン 発芽米ごはん ロールパン ごはん ごはん　

ミートボールカレー ひじきのふりかけ 黒丸パン ホキフライ ジャンボ揚げぎょうざ

ボイル野菜 肉じゃが マカロニグラタン ボイルキャベツ 三色ナムル

和風ドレッシング みそ汁 ひじきのサラダ カレーあえ 青菜と

牛乳 牛乳 牛乳 春雨スープ 　きのこのスープ

牛乳 牛乳

 ＊枠内下部の数字は、エネルギー(kcal)とたん
ぱく質(g)を表示しています。

6日

川崎市立中野島中学校　平成29年3月分献立表 【給食回数 12回】 川崎市教育委員会事務局
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  保護者の皆様へのお願い 
 

 
  
 
  
 
 本市では、食材費を「給食費」として保護者の
皆様にご負担いただいています。人件費・光熱水
費などは含まれていません。 
 子どもたちへ、おいしく、栄養バランスの良い
給食を提供するために、期日までの給食費のお支
払いにご協力ください。 

◆中学校給食で、除去対応するアレルギー食品は、卵、乳、小
麦、そば、落花生、えび、かにの7品目です。 
 上記７品目のアレルギー食品を使用している献立には、以下
の表示を記載しています。（７品目のうち、給食で使用しない、
そば、落花生、かにを除く。） 
 
 
 

   
   食物アレルギーの情報や給食で使用する食材の情報に 
ついては、ＱＲコードをご利用ください。 
 ＱＲコードをご利用できない方は、学校にご相談くだ 
さい。 

または下のURLを直接入力 

http://www.city.kawasaki.jp/880/page/0000037906.html 

え 小 乳 好き嫌いなく 
なんでも食べましょう 

卵 

※給食の食材の産地や放射能検査結果もご覧いただけます。 

乳 

乳 乳 

小 

小 小 

小 卵 乳 乳 小 乳 

乳 小 卵 乳 乳 小 乳 小 乳 小 卵 

卒業式 

乳 

「ひなまつり」の行事食 

★3月の県内産の食材は、米、牛乳、小松菜、
大根、ほうれん草です。 
 
★市内産の食材は、2日のやよい汁の「のら
ぼう菜」です。 
 
（天候の影響により、県内産、市内産食材が
納入できない場合もあります。）  

学校給食は、保護者の皆様から納め
ていただく給食費で支えられています。 

卵 

乳 卵 小 



　　※食材と調味料を分量（ｇ）で記入しています。表中の分量は中学生１人分です。

● ビーンズサンド ● 長ねぎのポタージュ ● ちらしごはんの具 ● めかじきと ● ポークカレー ● 白菜とじゃこの炒め煮
油 0.65 油 0.52 油 0.65 さつま芋の揚げあえ 油 0.65 ごま油 0.39
にんにく 0.17 とり肉（皮なし） 32.5 とり肉（皮なし） 13 水 適量 にんにく 0.39 5.2
豚ひき肉（もも） 19.5 にんじん 13 湯 適量 こんぶ 0.1 しょうが 0.2 ごま油 0.91
たまねぎ 26 湯 13 酒 2.6 けずり節 0.1 豚肉（もも） 29.3 白菜 91
にんじん 6.5 塩 1.17 砂糖 3.9 酒 0.5 豚肉（肩） 29.3 にんじん 6.5
大豆 13 こしょう 0.01 塩 0.39 みりん 0.5 塩 0.13 ゆで塩
トマトケチャップ 1.95 油 0.26 しょうゆ 6.5 砂糖 0.5 こしょう 0.01 塩 0.26
トマトピューレ 6.5 長ねぎ 26 かんぴょう 3.9 しょうゆ 1.5 湯 適量 しょうゆ 1.17
砂糖 0.13 湯 65 油揚げ 9.1 片栗粉 0.5 たまねぎ 78
ウスターソース 2.6 じゃが芋 72.3 にんじん 13 揚げ油 適量 にんじん 39
塩 0.39 油 3.9 たけのこ（水煮） 6.5 揚げ油 適量 塩 1.69
こしょう 0.01 小麦粉 3.9 酢 3.9 にんじん 10 ウスターソース 3.9
チリパウダー 0.01 牛乳 53.6 揚げ油 適量 じゃが芋 65
油 0.65 生クリーム 3.9 ● きざみのり（袋） 1 さつま芋 40 カレー粉 1.04
小麦粉 0.65 パセリ 0.39 揚げ油 適量 油 5.85

● やよい汁 めかじき(角） 30 小麦粉 5.85
水 適量 しょうが 0.3

● フルーツポンチ こんぶ 0.52 しょうゆ 0.5
りんご（缶） 49.5 けずり節 5.2 片栗粉 5.4
みかん(缶) 44 塩 0.78

27.5 しょうゆ 2.6
あられはんぺん（白） 10.4 ● ひなあられ（袋） 7
あられはんぺん（紅） 5.2
片栗粉 1.3
水
卵 32.5
長ねぎ 6.5
のらぼう菜 10
ゆで塩

● とんかつ ● みそ汁 ● カレースパゲッティ ● コーンスープ ● 焼きのり（1/8切 5枚） 1.25 ● 豆腐と大根のとろみ汁
揚げ油 適量 　水 適量 　油 1.3 　油 0.65 水 適量
　豚肉（ヒレ） 80 　こんぶ 0.48 　にんにく 0.65 　ベーコン 2.6 ● さばのごまみそかけ こんぶ 0.48
　塩 0.4 　けずり節 4.8 　豚肉（もも） 26 　とり肉（皮なし） 26 揚げ油 適量 けずり節 4.8
　こしょう 0.06 　じゃが芋 36 　たまねぎ 52 　たまねぎ 26 さば（切り身） 60 とり肉（皮なし） 12
　小麦粉 9.6 　赤みそ 5.4 　にんじん 9.1 　塩 1.04 酒 1.2 大根 30
　水 適量 　白みそ 5.4 　塩 0.91 　こしょう 0.03 しょうゆ 1.2 えのきたけ 6
　パン粉 18 　長ねぎ 12 　こしょう 0.01 　湯 適量 しょうが 1.5 しょうゆ 1.6

　生わかめ 3.6 　カレー粉 0.52 　ホールコーン（冷） 26 片栗粉 7 塩 0.84
　トマト水煮（缶） 7.8 　コーンピューレ（冷） 19.5 小麦粉 3.5 豆腐 24

● 野菜の卵とじ 　トマトケチャップ 10.4 　油 2.6 湯 6 片栗粉 1.8
　水 36 ● はっこう乳 139.4 　中濃ソース 3.9 　小麦粉 2.6 赤みそ 2.8 水
　こんぶ 0.36 　しめじ 9.1 　牛乳 67 白みそ 2.8 長ねぎ 12
　けずり節 2.4 　スパゲッティ 46.8 　パセリ 0.65 砂糖 2
　酒 1.2 　ゆで塩 みりん 1.5
　砂糖 3.6 　ピーマン 6.5 白いりごま 0.5
　みりん 2.4 　ゆで塩 ● すだちゼリー 40
　しょうゆ 8.64 ● 煮びたし
　たまねぎ 48 湯 10
　卵 24 砂糖 1.3
　小松菜 6 しょうゆ 4.55
　ゆで塩 みりん 1.3

油揚げ 13
にんじん 13
ゆで塩
もやし 39
小松菜 19.5
ゆで塩
しょうゆ 1.3

● ビビンバ ● わかめとコーンのスープ ● きな粉パン ● ボイル野菜 ● ひじきのふりかけ ● みそ汁
　油 0.65 　ベーコン 2.6 揚げ油 適量 にんじん 6.5 ひじき 1.65 水 適量
　にんにく 0.21 　湯 適量 コッペパン 60 もやし 32.5 しらす干し(ちりめん) 2.42 こんぶ 0.48
　豚肉（もも） 29.3 　とり肉（皮なし） 13 きな粉 3.6 キャベツ 26 酒 0.55 けずり節 4.8
　豚肉（肩） 29.3 　にんじん 6.5 砂糖 6 ゆで塩 みりん 0.66 たまねぎ 24
　酒 1.3 　たまねぎ 19.5 塩 0.036 砂糖 0.77 えのきたけ 8.4
　しょうゆ 1.3 　ホールコーン（冷） 26 しょうゆ 1.32 油揚げ 6
　たけのこ（水煮） 19.5 　塩 1.17 ● 和風ドレッシング（袋） 8.8 赤みそ 5.4
　砂糖 2.6 　こしょう 0.03 ● ミートボールカレー 白みそ 5.4
　しょうゆ 3.9 　中華スープの素 0.65 油 0.65 ● 肉じゃが 小松菜 6
　片栗粉 0.65 　しょうゆ 1.3 たまねぎ 45.5 油 0.96 ゆで塩
　水 　片栗粉 1.3 にんじん 32.5 七味唐辛子 0.024
　切り干し大根 5.2 　水 塩 1.04 豚肉（もも） 16.8
　もやし 26 　生わかめ 6.5 こしょう 0.03 豚肉（肩） 16.8
　にんじん 13 じゃが芋 58.5 つきこんにゃく 28.8
　ゆで塩 湯 適量 にんじん 19.2
　ほうれん草 19.5 ● 清見オレンジ (1/4) 46.4 豚ひき肉（もも） 39 たまねぎ 28.8
　ゆで塩 たまねぎ 4.55 湯 適量
　長ねぎ 1.3 卵 4.55 じゃが芋 57.6
　砂糖 2.6 赤ワイン 0.78 酒 0.48
　しょうゆ 5.2 塩 0.13 砂糖 2.4
　白いりごま 1.56 こしょう 0.03 しょうゆ 7.2
　ごま油 0.39 片栗粉 2.21
　ラー油 0.04 チーズ 6.5
　片栗粉 0.39 ウスターソース 1.3
　水 ホールコーン（冷） 13

カレー粉 0.52
油 3.9
小麦粉 3.9

エネルギー 746 kcal たんぱく質 26.7 ｇエネルギー 769 kcal たんぱく質 30.5 ｇエネルギー 803 kcal たんぱく質 33.4 ｇ

9日（木）
ビビンバ（精白米９５麦１５）
わかめとコーンのスープ
清見オレンジ　　牛乳

13日（月）
きな粉パン（６０）　ミートボールカレー
ボイル野菜
和風ドレッシング　　牛乳

14日（火）
発芽米ごはん（精白米９５発芽玄米１５）
ひじきのふりかけ　肉じゃが
みそ汁　牛乳

エネルギー 826 kcal たんぱく質 28.0 ｇエネルギー 810 kcal たんぱく質 32.8 ｇエネルギー 879 kcal たんぱく質 38.3 ｇ

6日（月）
かつ丼（精白米１００
とんかつ　　野菜の卵とじ）
みそ汁　　　はっこう乳

7日（火）
クロワッサン（４０）　　カレースパゲッティ
コーンスープ
すだちゼリー　　牛乳

8日（水）
ごはん（精白米１１０）　焼きのり
さばのごまみそかけ　煮びたし
豆腐と大根のとろみ汁　  牛乳

856 kcal

麦ごはん（精白米９５麦１５）　ポークカレー
白菜とじゃこの炒め煮
牛乳

たんぱく質 31.1 ｇエネルギー 840 kcal たんぱく質 35.0 ｇ

野菜入りゼリー

しらす干し（ちりめん）

川崎市立中野島中学校　平成29年3月分 献立表（食材詳細版） 川崎市教育委員会事務局

1日（水）
ビーンズサンド（サンドパン６０）
長ねぎのポタージュ
フルーツポンチ　　　牛乳

2日（木）
ちらしごはん（精白米９０）　きざみのり
めかじきとさつま芋の揚げあえ
やよい汁　ひなあられ　牛乳

3日（金）

エネルギー 815 kcal 31.0 ｇ エネルギーたんぱく質

乳 乳 

小 乳 

乳 

小 

小 

乳 

小 

卵 乳 小 乳 

乳 小 乳 卵 

卵 

「ひなまつり」 

の行事食 

乳 卵 小 



● マカロニグラタン ● ひじきのサラダ ● ホキフライ ● 春雨スープ ● ジャンボ揚げぎょうざ ● 青菜ときのこのスープ
油 0.65 ひじき 0.96 揚げ油 適量 　湯 適量 揚げ油 適量 湯 適量
とり肉（皮なし） 26 ホールコーン（冷） 12 ホキフライ 70 　けずり節 4.8 豚ひき肉（もも） 42 とり肉（皮なし） 19.5
たまねぎ 32.5 にんじん 6 　とり肉（皮なし） 24 にんにく 0.48 しめじ 13
にんじん 13 もやし 12 ● 中濃ソース 10 　たけのこ（水煮） 12 しょうが 0.48 塩 1.17
塩 0.78 キャベツ 36 　にんじん 12 たまねぎ 6 こしょう 0.04
こしょう 0.039 ゆで塩 　塩 0.96 キャベツ 24 中華スープの素 0.65
チーズ 7.8 酢 1.68 ● ボイルキャベツ 　こしょう 0.024 にら 3.6 しょうゆ 1.3
油 4.55 砂糖 0.84 キャベツ 40 　しょうゆ 1.2 塩 0.48 春雨 5.2
小麦粉 4.55 しょうゆ 4.32 　春雨 4.8 こしょう 0.05 片栗粉 0.65
牛乳 78 ごま油 1.68 　片栗粉 0.6 砂糖 0.6 水
塩 0.26 ラー油 0.024 ● カレーあえ 　水 酒 0.6 卵 26
マカロニ 26 白いりごま 1.68 　油 0.45   ほうれん草 12 しょうゆ 0.84 チンゲン菜 13
ゆで塩 　豚肉（もも） 4.5 　ゆで塩 ごま油 0.96
パセリ 0.39 　豚肉（肩） 4.5 ぎょうざの皮 22.5
粉チーズ 4.16 　にんじん 13.5
パン粉 0.78 　砂糖 3.15

　しょうゆ 4.5 ● 三色ナムル
　カレー粉 0.18 ごま油 0.65
　じゃが芋 63 にんにく 0.26
　ゆで塩 もやし 45.5

にんじん 19.5
ゆで塩
ほうれん草 19.5
ゆで塩
塩 0.52
みりん 0.13
ごま油 0.65
白いりごま 1.95

エネルギー 850 kcal たんぱく質 35.5 ｇエネルギー 891 kcal たんぱく質 31.9 ｇエネルギー 801 kcal たんぱく質 32.7 ｇ

15日（水）
ロールパン（３０）黒丸パン（３０）
マカロニグラタン
ひじきのサラダ　　牛乳

16日（木）
ごはん（精白米１１０）　ホキフライ
中濃ソース　　ボイルキャベツ
カレーあえ　春雨スープ　　牛乳

17日（金）
ごはん（精白米１１０）  ジャンボ揚げぎょうざ
三色ナムル
青菜ときのこのスープ　牛乳乳 

※ごはんは精白米、パンは小麦粉の量で示 しています。 
※飲用牛乳は全学年２００ccです。 

小 乳 小 乳 小 卵 

卵 乳 小麦 えび

ひなあられ ひなあられ ○

ホキフライ ホキフライ ○

ジャンボ揚げぎょうざ ぎょうざの皮 ○

はっこう乳 はっこう乳 ○

クロワッサン クロワッサン ○ ○ ○

○ ○

※調味料（しょうゆ・酢・みそ・中華スープの素・和風ドレッシング）に含まれるアレルギー物
質は、除去の対象としません。
※そば､落花生､かには使用しません。
※上記のアレルギー原因物質以外に給食で使う食品の中で、とり肉・豚肉・大豆・山芋・
オレンジ・りんご・ごまもアレルギーの原因となることがあります。
※ひなあられは、えび・かに・そば・落花生・乳を含む製品を同一工場で製造しています。
＊きざみのり・焼きのり・生わかめ・こんぶは、えび・かにが生息する場所で採取していま
す。
＊しらす干し（ちりめん）は、えび・かにが混ざる漁法で採取しています。

【川崎市立中野島中学校　平成29年3月分】
アレルギーの原因物質を含む加工食品の表示について

献立名 加工食品名
アレルギーの原因物質

各種パン


