
 ６月詳細献立表 久慈市山形地区学校給食センター
◎は調味料一覧を参照

[麦ごはん] ごま　小麦粉 [ごはん] [ごはん] [ごはん]

精白米 乳糖　砂糖　食塩　 精白米 精白米 精白米 イカ

麦 鶏卵加工品　加工油脂　でん粉　   強化米 パン粉　でん粉　小麦粉   強化米 いわし　砂糖   強化米 魚介エキス

  強化米 鰹削り節　大豆加工品　 [野菜ふりかけ] 鮭　タラすり身 [牛乳] みりん　醤油 [牛乳] 砂糖

[牛乳] 還元水あめ　にんじん 野菜ふりかけ 玉葱　植物油脂 牛乳 レモン果汁 牛乳 還元水あめ(ﾀﾋﾟｵｶ　とうもろこし）

牛乳 こしあん　みそ　乳製品　 [牛乳] 食塩　清酒 [いわしレモン煮] 米でん粉 [いかリングフライ] 食塩　パン粉

鶏卵 [かにたま] 海藻カルシウム　チキンエキス 牛乳 砂糖　酵母エキス   いわしレモン煮 香辛料   いかリングフライ 小麦粉　ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞ

キャベツ フヨウハイ 酵母エキス　鰹節エキス [鮭メンチカツ] 増粘剤 [わかめの酢の物] 油 ぶどう糖　ｲｰｽﾄ

しいたけ [炒めビビンバ] 魚介エキス　醤油　のり   鮭メンチカツ   カットわかめ [肉じゃが] ｺｰﾝｽﾀｰﾁ

かに肉 鶏ひき肉 ほうれん草　鶏肉粉末 油   りょくとうもやし 豚もも肉 ｷｬｯｻﾊﾞ

砂糖   ひきわり大豆 かぼちゃ　ぶどう糖果糖液糖　 [なめたけ和え]   キャベツ 清酒

醸造酢 清酒 玉葱　ｲｰｽﾄ　あおさ　 小松菜   きゅうり 干しシイタケ

食塩 ほうれん草 みりん　抹茶　鶏脂   もやし   三温糖 じゃがいも

大豆油   にんじん   キャベツ 酢   にんじん

加工でん粉 もやし   にんじん しょうゆ   玉葱

　サラダ油   なめ茸   食塩   しらたき

中華スープストック うすくちしょうゆ   ごま(いり）   本だし

  三温糖 [実だくさん汁] [豚汁]   三温糖

こいくちしょうゆ   にんじん 豚もも肉   本みりん

  トウバンジャン   じゃがいも 清酒 しょうゆ

  ごま油   ごぼう   だいこん [白菜のみそ汁]

[トックスープ] つきこんにゃく   ごぼう   はくさい

豚ひき肉 木綿豆腐   にんじん   にんじん

トック   ねぎ つきこんにゃく 油揚げ

  玉葱   煮干しだし 木綿豆腐   ねぎ

にんじん みそ   ねぎ   だいこん

干しシイタケ かつおだし   煮干しだし
  県産干しいたけ（ｽﾗｲｽ） 米粉 みそ みそ 大豆　

  ねぎ 食塩　 [バナナ] [かみかみ大豆] 砂糖

わかめ クエン酸 バナナ まんてん大豆 塩

うすくちしょうゆ エタノール

清酒 ソルビタン脂肪酸エステル

◎ 中華スープストック

[ミニトマト]

  ミニトマト

6月　3日　（木）6月　1日　（火） 6月　2日　（水） 6月　4日　（金）

えのき茸 醤油

ぶどう糖 砂糖

異性化液糖 ア

ミノ酸等 食塩

本みりん 増粘

多糖類 酸味料

甘草 ステビア
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 ６月詳細献立表 久慈市山形地区学校給食センター
◎は調味料一覧を参照

[ごはん] じゃがいも [減量コッペパン] [ごはん] 鶏卵 [ごはん] [ごはん] 澱粉　砂糖　麦芽糖

精白米 チーズフード コッペパン 精白米 トマト 精白米 鶏肉　玉ねぎ 精白米 乾燥わかめ　あおさ

  強化米 砂糖　乳糖を主原料とする食品 [マーシャルビーンズ]   強化米 トマトケチャップ   強化米 パン粉　タピオカ   強化米 かつお削り節

[牛乳] たんぱく加工品  ﾏｰｼｬﾙﾋﾞｰﾝｽﾞ（ﾁｮｺ大豆） [牛乳] 玉葱　マヨネーズ [牛乳] 醤油　豚脂　水あめ [牛乳] 食塩　パン酵母

牛乳 食塩　香辛料 [牛乳] 牛乳 還元水あめ　砂糖 牛乳 植物性たん白　砂糖 牛乳 魚醤　味付けシソの葉

[さばのみそ焼き] パン粉　でん粉 牛乳 [トマトオムレツ] 植物油　加工でん粉 [甘酢あん肉団子] 穀物酢　大豆油 [いそわかめふりかけ] のり　鰹節粉末

  さば切り身  脱脂大豆粉 [カマンベールチーズコロッケ] トマトオムレツ とうもろこしでん粉 甘酢あん肉団子 食塩　たん白加水分解物   トッピング（いそわかめ） かぼちゃ　むらさきイモ

清酒 コーンフラワー   ｶﾏﾝｰﾍﾞｰﾙﾁｰｽﾞｺﾛｯｹ [キャベツと厚揚げのみそ炒] 酢　食塩 [中華サラダ] 海藻粉末　カラメル [あじフライ] 発酵調味料　水あめ

  おろししょうが 小麦粉加工品 油 鶏ひき肉 粉末状植物性たん白   りょくとうもやし こしょう アジフライ かつおエキス　酵母エキス　

  三温糖 食物繊維 [ナポリタンスパゲッティー] だいず ブイヨン　こしょう   キャベツ 大豆油 ジンジャー粉末

しょうゆ 粉末状大豆たん白 ウインナー 豚肉   キャベツ   にんじん [ツツジ祭サラダ] 昆布エキス　焼成ｶﾙｼｳﾑ

みそ コラーゲンペプチド 清酒 食塩 なまあげ   きゅうり   だいこん

[五目きんぴら] 乾燥卵白   玉葱 砂糖   青ピーマン   ごま油 あじ　小麦粉   三色ピーマン 赤パプリカ

  にんじん 乾燥卵黄 しいたけ コショウ　キャラウェー みそ   穀物酢 パン粉　食塩   レッドキャベツ 黄パプリカ

  ごぼう 加工でん粉   青ピーマン 清酒 しょうゆ こしょう ブロッコリー 橙パプリカ

つきこんにゃく スパゲッティー   三温糖   三温糖 酢

豚ひき肉 サラダ油  ◎豆　板　醤 [麻婆豆腐] しょうゆ

  青ピーマン ◎コンソメ サラダ油 豚ひき肉 サラダ油

清酒 トマトケチャップ [どさんこ汁] だいず   食塩

  ほんだし ソース 豚肉 清酒   白こしょう

  三温糖   三温糖 清酒 にんにく   三温糖

  本みりん [ほうれん草とたまごのｽｰﾌﾟ]   りょくとうもやし しょうが [ふきのみそ汁]

しょうゆ   ほうれんそう   にんじん しいたけ ふき

  ごま(いり）   玉葱 じゃがいも 木綿豆腐 じゃがいも

  ごま油 とうもろこし   えのきたけ たけのこ しいたけ

[大根のみそ汁] 木綿豆腐 とうもろこし   玉葱 木綿豆腐

  だいこん たまご   煮干しだし   にら   ねぎ

  にんじん コンソメ バター   ねぎ   煮干しだし

木綿豆腐   食塩 みそ ◎ 調味ベース　麻婆豆腐 みそ

  ねぎ   白こしょう [オレンジ] 中華スープストック 水あめ　砂糖

  煮干しだし 清酒 オレンジ   三温糖 ゼラチン　ぶどう濃縮果汁

みそ みそ 粉末オブラート

[ミニトマト]   かたくり粉 ソルビトール　酸味料

  ミニトマト [果汁グミ（ぶどう）] 乳酸カルシウム　光沢剤

  ｽｸｰﾙ果汁ぐみ（ぶどう） 香料　着色料

乳化剤

6月　7日　（月） 6月　8日　（火） 6月　9日　（水） 6月　10日　（木） 6月　11日　（金）

植物油脂 加

工油脂 砂糖

大豆粉 ココ

アパウダー

ぶどう糖 脱

脂粉乳 食塩

炭酸ｶﾙｼｳﾑ
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 ６月詳細献立表 久慈市山形地区学校給食センター
◎は調味料一覧を参照

[ごはん] [ごはん] 鶏肉 [ごはん] [稲きびごはん] [減量ごはん]

精白米 豚肉　キャベツ 精白米 玉ねぎ　人参　コーン　葱 精白米 精白米 精白米

  強化米 玉ねぎ　大豆たん白   強化米 砂糖　異性化液糖   強化米   強化米   強化米 卵　玉ねぎ

[牛乳] にら　みそ　しょうゆ [牛乳] 水あめ　パン粉　しょうゆ [牛乳] さば きび [牛乳] にんじん　ほうれん草

牛乳 葱油　きび糖 牛乳 澱粉　植物性たん白 牛乳 大根おろし [牛乳] 牛乳 しいたけ　鶏肉

[揚げみそぎょうざ] にんにく　しょうが [野菜つくね串] 豚脂　発酵調味料 [さばのおろし煮] 三温糖 牛乳 [千草焼き] 植物油脂　チーズ

みそぎょうざ 塩　米麹   野菜つくね串 pH調整剤　食塩   さばおろし煮 醤油 [鮭の梅マヨ焼き]   千草焼き 砂糖　しょうゆ

油 ポークエキス [枝豆サラダ] 脱脂粉乳　香辛料 [野菜の甘酢あえ] 発酵調味料  鮭切身 梅　食塩 [野菜の浅漬け] かつお節エキス

[四川キャベツ] 酵母エキス   キャベツ 粉末油脂　みそ   はくさい 食塩   玉葱 還元水あめ　リンゴ酢   はくさい 食塩　発酵調味料

豚肉 小麦粉   きゅうり 大豆油　調味料   にんじん 加工でん粉   国産練り梅 かつおエキス   りょくとうもやし 酵母エキス　加工でん粉

清酒   にんじん 増粘剤　リン酸塩   キャベツ ◎マヨネーズ 昆布エキス   きゅうり pH調整剤

  キャベツ 豚肉   むき枝豆 酒精　カラメル色素   りょくとうもやし 牛乳 酒精　野菜色素　ビタミンB1   にんじん クエン酸鉄Na

  にんじん 食塩 ◎青じそドレッシング 香料製剤 酢   三温糖   食塩

たけのこ 砂糖 [ウインナーと野菜のスープ]   三温糖   ミックスチーズ   昆布だし

にんにく コショウ　キャラウェー ウインナー しょうゆ [ほうれん草のごまあえ] [カレーうどん]

サラダ油 清酒 [けんちん汁]   ほうれんそう 鶏肉

中華スープストック   にんじん 鶏肉   にんじん 清酒

  三温糖   はくさい 異性化液糖 清酒   キャベツ   にんじん

しょうゆ   チンゲンツァイ アセロラ濃縮果汁   にんじん もやし   玉葱

みそ じゃがいも 還元水あめ   だいこん   三温糖 干しシイタケ

 ◎ トウバンジャン ◎コンソメ ゲル化剤 干しシイタケ しょうゆ あぶらげ

  ごま油 しょうゆ 酸味料 つきこんにゃく 白ごま   なると

[春雨スープ] こしょう ムラサキイモ色素 木綿豆腐 白すりごま うどん

清酒 [アセロラゼリー] トウガラシ色素 さつまいも [三陸磯汁]   ねぎ

  はくさい アセロラゼリー クエン酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ   ねぎ   カットわかめ   かつおだし

  ぶなしめじ 香料製剤   かつおだし ふのり  ◎ ﾊﾞｰﾓﾝﾄﾞﾌﾚｰｸ（給食用）

はるさめ pH調整剤　 しょうゆ いか しょうゆ

  ねぎ クチナシ色素   食塩   にんじん みりん

うずらたまご 消泡剤 [ミニトマト]   はくさい りんご　粉あめ [ピーチミニゼリー] 異性化液糖

◎中華スープストック 　   ミニトマト 木綿豆腐 ぶどう糖果糖液糖   Feすりおろしピーチゼリー 白桃ピューレ

しょうゆ しょうゆ 果糖　ﾎﾟﾘﾃﾞｷｽﾄﾛｰｽ 白桃果肉

  食塩 清酒 グラニュー糖 ピーチ濃縮果汁

こしょう   かつおだし 食用加工油脂　ゲル化剤 還元水あめ

[オレンジ]   食塩 酸味料　ビタミンC 砂糖　ゲル化剤

オレンジ [りんごりんごゼリー] 香料、着色料 酸味料　クエン酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ

  りんごりんごゼリー 香料　酸化防止剤　消泡剤

6月　14日　（月） 6月　15日　（火） 6月　16日　（水） 6月　17日　（木） 6月　18日　（金）

魚肉（すけそうだ

ら・いとより・た

ちうお）・食塩・

砂糖・発酵調味

液・加工でん粉・

調味料製剤・着色

料製剤・pH調整

剤製剤
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 ６月詳細献立表 久慈市山形地区学校給食センター
◎は調味料一覧を参照

[ごはん] 鶏肉　たまねぎ [コッペパン] [麦ごはん] 鶏卵　かつお昆布だし [わかめごはん] [ごはん] 鶏卵　ひじき

精白米 粒状植物性たん白 コッペパン 精白米 じゃがいも　玉葱 精白米 精白米 にんじん　砂糖

  強化米 チーズソース [リンゴジャム] 麦 ベーコン　チーズ   強化米   強化米 醤油　発酵調味料

[牛乳] パン粉　砂糖   りんごジャム   強化米 砂糖　でん粉 わかめご飯の素 [牛乳] かつおだし　食塩

牛乳 豚脂　食塩 [牛乳] [牛乳] トレハロース　酢 [牛乳] 牛乳 食酢　こんぶだし

[ﾁｰｽﾞｲﾝﾊﾝﾊﾞｰｸ] 赤ワイン　こしょう 牛乳 ハム(豚肉,でん粉, 牛乳 醤油　みりん　塩　こしょう 牛乳 [ひじき入り厚焼き玉子] 植物油脂　加工でん粉

チーズインハンバーグ 加工でん粉 [ハムカツ] 鶏肉,食塩,粉末状植物性たん白 [アンサンブルエッグ] [和牛コロッケ]   ひじき入り厚焼き玉子 アミノ酸等

[アスパラとウインナーのソテー] 炭酸Ca ハムカツ 酵母エキス,乾燥卵白   アンサンブル風エッグ だいこん　きゅうり 和牛コロッケ [かぼちゃののそぼろ煮]

ウインナー アミノ酸　リン酸塩 油 乳たん白,卵たん白, [福神漬けあえ] しょうが　なす [ゆかりあえ] かぼちゃ

アスパラガス [レモン風味サラダ] 粉末油脂,卵殻粉, 福　神　漬 れんこん　しその実   キャベツ 鶏ひき肉

  キャベツ 豚肉 ほうれん草 たん白加水分解物   きゅうり ぶどう糖果糖液糖   りょくとうもやし   にんじん

とうもろこし 食塩   キャベツ ﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ)   りょくとうもやし アミノ酸液　砂糖   にんじん   玉葱

サラダ油 砂糖 とうもろこし 衣(パン粉,加工でん粉,   キャベツ 食塩　梅酢   きゅうり サラダ油

  食塩 コショウ　キャラウェー   むき枝豆 ｶｾﾞｲﾝﾅﾄﾘｳﾑ,アミノ酸等, 白ごま 醸造酢　カラメル色素   ゆかり 清酒

  白こしょう   三温糖 リン酸塩,ｿﾙﾋﾞﾄｰﾙ [ミートボールカレー] [さつま汁]   三温糖

[いかボールスープ] すけそうたら 酢 酢酸Na,増粘多糖類 ミートボール 鶏肉 しょうゆ

いかボール いか　馬鈴薯でん粉 レモン グリシン,酸化防止剤 ゆでだいず 清酒   本みりん

  だいこん 甘藷でん粉　砂糖 しょうゆ 発色剤,コチニール色素 清酒   ごぼう 塩

  にんじん 大豆たん白　食塩   ごま(いり）   玉葱   にんじん   かたくり粉

  こまつな [大根スープ]   にんじん 鶏肉　玉ねぎ 木綿豆腐 [わかめと油揚げのみそ汁]

しいたけ ウインナー 豚肉 じゃがいも 豚脂　パン粉 さつまいも   カットわかめ

清酒 清酒 食塩  ◎ ﾊﾞｰﾓﾝﾄﾞﾌﾚｰｸ（給食用） 揚げ油　でん粉 しいたけ   はくさい

◎コンソメ にんじん 砂糖 ◎GABANカレーフレーク 粒状大豆たん白   ねぎ じゃがいも

しょうゆ   だいこん コショウ　キャラウェー   すりおろしりんご 粉末状大豆たん白   煮干しだし 異性化液糖 油揚げ

  白こしょう   えのきたけ ◎ フルーツチャツネ 砂糖　食塩 みそ 洋梨果肉　洋梨濃縮果汁   玉葱

[ミニトマト] ◎コンソメ にんにく リン酸塩　アミノ酸 [洋ナシゼリー] 還元水あめ　砂糖   煮干しだし

  ミニトマト   食塩 ソース 洋ナシゼリー ゲル化剤　酸味料 みそ

  白こしょう [オレンジ] クエン酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ [オレンジ]

オレンジ 香料　酸化防止剤 オレンジ

消泡剤　着色料

6月　21日　（月） 6月　22日　（火） 6月　24日　（木）6月　23日　（水） 6月　25日　（金）

じゃがいも 牛

肉 マッシュポ

テト

砂糖 玉葱 醤

油 塩コショウ

パン粉 ｺｰﾝｽﾀｰ

ﾁ

ﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ 小麦

わかめ 食塩

赤しそ 砂糖

食塩 酵母エキ

ス

水飴 砂糖

りんご ペクチ

ン クエン酸
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[ごはん] [ごはん] [ごはん]

精白米 精白米 いわし 精白米 鶏肉

  強化米   強化米 三温糖   強化米 植物性たん白

[牛乳] [牛乳] みそ [牛乳] たまねぎ

牛乳 牛乳 発酵調味料 牛乳 豚脂

[レンコンシューマイ] [いわしのごま味噌煮] 食塩 [ハンバーグ照り焼きｿｰｽ] 豚肉

れんこんシューマイ   いわしごま味噌煮 加工でん粉 ハンバーグ 乾燥マッシュポテト

[春雨ともやしのサラダ] [お浸し] すりごま 清酒 ワイン

  きゅうり   こまつな   三温糖 植物油脂

  キャベツ   にんじん   本みりん ～調味料～

  にんじん   キャベツ しょうゆ 砂糖

  りょくとうもやし   りょくとうもやし   かたくり粉 トマトケチャップ

春雨 しょうゆ [なすみそ炒め] 食塩

  ごま油   三温糖 豚ひき肉 香辛料

  三温糖 [めかぶ汁] 清酒 炭酸Ca

酢   はくさい   玉葱 着色料

しょうゆ じゃがいも   にんじん 焼成Ca

ごま 鮭　たら しいたけ   なす ピロリン酸鉄

[鮭のつみれ汁] 玉葱　植物油脂 めかぶ   青ピーマン

  鮭ボール 食塩　清酒　砂糖 木綿豆腐 サラダ油

清酒 酵母エキス   ねぎ   三温糖

  だいこん 増粘剤   かつおだし   本みりん

  はくさい みそ みそ

木綿豆腐 食塩 しょうゆ

  ねぎ [オレンジ] [小松菜のみそ汁]

  煮干しだし オレンジ   だいこん

みそ   にんじん

[ミニトマト]   こまつな

  ミニトマト 油揚げ

  ねぎ

  煮干しだし

みそ

[ミニトマト]

  ミニトマト

6月　28日　（月） 6月　29日　（火） 6月　30日　（水）

玉 葱 豚 肉

れんこん で

ん粉 大豆た

ん 白 葱 油

生 姜 醤 油
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