
 ７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] 助宗鱈すり身

精白米 白菜 精白米 キャベツ

  強化米 たまねぎ   強化米 たこ

[牛乳] にんじん [牛乳] 馬鈴薯澱粉

牛乳 漬け原材料 牛乳 砂糖

[鶏肉のごまみそ焼き] 砂糖・食塩・りんご [かみかみタコメンチ] 食塩

鶏モモ肉 にんにく・しょうゆ・ かみかみタコメンチ 発酵調味料

  おろししょうが 昆布エキス 油 生姜

清酒 かつおエキス [キムチあえ] アオサ粉

  三温糖 生姜・唐辛子   キャベツ ～衣～

みそ 調味料   にんじん パン粉

しょうゆ 香辛料抽出物   りょくとうもやし 小麦粉

白すりごま 酸味料   きゅうり 大豆蛋白

[うめあえ] トウガラシ色素 キムチ とうもろこし澱粉

  キャベツ ショ糖脂肪酸エステル こいくちしょうゆ 菜種油脂

  きゅうり [野菜団子のすまし汁] 食塩

にんじん   彩り野菜ミートボール

  梅びしお   はくさい 鶏肉

こいくちしょうゆ 梅　食塩 えのきたけ たまねぎ

  三温糖 還元水あめ　リンゴ酢 カットわかめ いとよりすり身

[鮭汁] かつおエキス 木綿豆腐 枝豆

鮭 昆布エキス   かつおだし とうもろこし澱粉

清酒 酒精　野菜色素　ビタミンB1 清酒 豚背脂

  にんじん うすくちしょうゆ にんじん

  だいこん   食塩 パン粉

生シイタケ [オレンジ] でん粉

豆腐 バレンシアオレンジ 粉末状植物性たん白

  ねぎ 砂糖・醤油・食塩

  煮干しだし 生姜・かつおエキス

みそ

[バナナ]

バナナ

7月　2日　（金）7月　1日　（木）
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 ７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] [コッペパン] ブルーベリー [ごはん] スケソウダラすり身 [麦ごはん] [ごはん]

精白米 鶏肉・ごぼう・パン粉 コッペパン 砂糖・水あめ 精白米 いか 精白米 精白米

  強化米 玉葱・にんじん・れんこん [ブルーベリージャム] ペクチン   強化米 とうもろこし 麦   強化米

[牛乳] しょうゆ・ねぎ・植物油脂   ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ・ｼﾞｬﾑ クエン酸 [牛乳] 馬鈴薯澱粉   強化米 [牛乳]

牛乳 砂糖・粒状植物性たん白 [牛乳] クエン酸Na 牛乳 アオサ粉 [牛乳] 牛乳 キャベツ　豚肉

[肉団子] みりん・かつお節エキス 牛乳 水 [シーフードカツ] 砂糖 牛乳 [梅しそぎょうざ] 玉葱　にら

野菜ミックス肉団子 食塩・加工でん粉 [ピザ春巻き]   シーフードカツ 発酵調味料 [そぼろ丼具] うめしそぎょうざ 大豆蛋白　しょうゆ

[ラーメンサラダ] 揚げ油   ピザ春巻き 油 食塩 油 [切干大根のナムル] 葱油　さとうきび糖

焼きそば用蒸し麺 油 玉葱・ピーマン [筑前煮] パン粉 鶏ひき肉   切干しだいこん にんにく　生姜

  りょくとうもやし 小麦粉 [枝豆のサラダ] ピザソース（トマトピューレ・ 鶏もも肉 小麦粉 豚ひき肉 にんじん   りょくとうもやし 大葉　米麹　天然塩

  にんじん 植物油   キャベツ 食塩・砂糖・オリーブオイル   にんじん 大豆蛋白 大豆 とうもろこし   にんじん 酵母エキス

うすくちしょうゆ 食塩 大根 香辛料）   ごぼう とうもろこし澱粉 ミックスベジタブル グリンピース ほうれんそう ポークエキス

  穀物酢 かんすい   にんじん チーズ・エリンギ・豚肉 こんにゃく 菜種油脂 たけのこ   ごま油 梅肉　小麦粉

  三温糖 乳化剤   むき枝豆 澱粉・菜種油 レンコン 食塩 干ししいたけ   穀物酢 アルカリイオン水

  ごま油 カラメル色素   穀物酢 小麦粉・食塩・皮（ 干ししいたけ   三温糖 こいくちしょうゆ

[もずくの中華スープ] クチナシ色素 こいくちしょうゆ 小麦粉・米粉・食塩） さやえんどう こいくちしょうゆ   三温糖

キャベツ   三温糖 こいくちしょうゆ   食塩 [なす入りマーボー]

生しいたけ   ごま油   三温糖   おろししょうが ぶたひきにく

もずく [コーンポタージュ] 清酒 [お浸し] 清酒

卵 鶏もも肉   本みりん   にんじん   おろしにんにく

木綿豆腐 清酒 ほんだし   りょくとうもやし   干し椎茸

清酒   玉葱 小麦粉 [七夕汁]   キャベツ 木綿豆腐

◎中華スープストック とうもろこし 小麦蛋白   だいこん こいくちしょうゆ   なす

うすくちしょうゆ えのきたけ ミックストコフェロール製剤 小松菜   三温糖   玉葱

  白こしょう アーモンド クリームコーン 星形ふ [わかめ汁]   にら

[アーモンドフィッシュ] かたくちいわし  ◎ コーンクリームスープ 木綿豆腐   カットわかめ ◎調味ベース　麻婆豆腐

  アーモンドフィッシュ 三温糖 牛乳 ぶどう糖果糖液糖   ねぎ じゃがいも ◎中華スープストック

フラクオリゴ糖 生クリーム グラニュー糖   かつおだし あぶらあげ   三温糖
でん粉糖   白こしょう 粉あめ   昆布だし   はくさい こいくちしょうゆ

ごま ナタデココシロップ漬け 清酒   ねぎ   かたくり粉

レモン果汁 うすくちしょうゆ みそ [グレープフルーツ]

ゲル化剤   本みりん   煮干しだし   グレープフルーツ

酸味料   食塩 [ミニトマト]

香料 [七夕ゼリー]   ミニトマト

着色料（クチナシ）  七夕ゼリー

クエン酸第一鉄Na

7月　9日　（金）7月　5日　（月） 7月　6日　（火） 7月　7日　（水） 7月　8日　（木）

衣
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 ７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] [ごはん] [ごはん] [麦ごはん]

精白米 精白米 精白米 精白米 精白米

  強化米   強化米 卵　ハム（乳入り）   強化米   強化米 麦

[牛乳] [牛乳] マヨネーズ [牛乳] [牛乳]   強化米 鶏卵

牛乳 牛乳 マッシュポテト 牛乳 牛乳 [牛乳] 水

[さばのカレー焼き] [ハムとたまごのフライ] 食塩 [鮭の照り焼き] [鶏肉の香味ソースかけ] 牛乳 砂糖

  さば切り身   ハムとたまごのフライ サラダ油 しろさけ 鶏もも肉 [オムレツ] 醸造酢

薄力粉 油 パン粉 こいくちしょうゆ   食塩 オムレツ 食塩

  カレー粉 [じゃがいものそぼろ煮]   本みりん   白こしょう [こんにゃくサラダ] 大豆油

[土佐漬け]  じゃがいも   おろししょうが   かたくり粉   カットわかめ 加工デンプン

  キャベツ 鶏ひき肉 [炒り豆腐]  油   だいこん

  りょくとうもやし   にんじん 豚ひき肉  こいくちしょうゆ   サラダこんにゃく

  にんじん   玉葱   清酒   三温糖   りょくとうもやし

  きゅうり 油   にんじん   本みりん とうもろこし

こいくちしょうゆ   三温糖  干しいたけ   おろししょうが ごま油

  レモン果汁   清酒   干ひじき   おろしにんにく   三温糖

  食塩   こいくちしょうゆ ほうれんそう   ねぎ   穀物酢

  ごま油   おろし生姜 木綿豆腐 [ブロッコリーサラダ] うすくちしょうゆ

 かつお節   本みりん   ねぎ ブロッコリー   食塩

[なすのみそ汁] ほんだし 油   キャベツ   白こしょう

  なす   かたくり粉 ほんだし   だいこん 白ごま

  はくさい [めかぶのすまし汁]   三温糖 油 [夏野菜カレー]

えのきたけ   めかぶ こいくちしょうゆ   穀物酢 豚もも肉

  油揚げ 干しシイタケ   本みりん うすくちしょうゆ   ボイル大豆

  ねぎ   はくさい [キャベツのみそ汁]   三温糖 清酒

  煮干しだし 調味顆粒（ぶどう糖・ 焼き豆腐   キャベツ   白こしょう 魚肉（スケソウダラ   玉葱

  清酒 砂糖・食塩・かつお節粉 ねぎ   じゃがいも [ワンタンスープ] イトヨリ・たちうお）   にんじん

みそ とうもろこしでん粉   かつおだし   えのきたけ 豚モモ肉 食塩・砂糖・発酵調味液   なす

[わかめふりかけ] ﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ・酵母エキス   清酒   ねぎ   なると 加工でん粉（ﾀﾋﾟｵｶ・馬鈴薯）   青ピーマン
  すこやかﾌﾘｶｹ（わかめ） 抹茶）わかめ・のり うすくちしょうゆ   煮干しだし   にんじん 調味料製剤 かぼちゃ

味付削り節（削り節   食塩   清酒   りょくとうもやし 着色料製剤  ◎ ﾊﾞｰﾓﾝﾄﾞﾌﾚｰｸ（給食用）

砂糖・食塩・酵母エキス・ [ミニトマト] みそ   にら pH調整剤・水 ◎GABANカレーフレーク

椎茸エキス）   ミニトマト [バナナ]   食塩   すりおろしりんご
貝カルシウム　セルロース バナナ   白こしょう  ◎ フルーツチャツネ

ビタミンE ◎中華スープストック ナチュラルチーズ   おろしにんにく

  ごま油 ミルクカルシウム   中濃ソース

小麦粉   ウェーブワンタン 乳化剤 [ミニトマト]

食塩 [チーズ] 重曹   ミニトマト

  ピピピチーズ クエン酸鉄Na

水

7月　14日　（水） 7月　15日　（木） 7月　16日　（金）7月　12日　（月） 7月　13日　（火）
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 ７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] [カレーピラフ]

精白米 精白米

 強化米   強化米

[牛乳] バター

牛乳 ◎コンソメ

[サバ立田揚げ]   食塩

さば切り身   白こしょう 鶏卵

こいくちしょうゆ カレー粉 チーズ

  本みりん 鶏ひき肉 ほうれんそう

  おろししょうが にんじん   ミックスベジタブル みりん

  かたくり粉 とうもろこし   玉葱 ﾀﾋﾟｵｶでん粉

油 グリンピース [牛乳] 砂糖

[ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのｱｰﾓﾝﾄﾞあえ] A 牛乳 植物油

ほうれんそう [ほうれん草チーズオムレツ] 風味原料（鰹節・さば節）

  りょくとうもやし   ほうれん草ﾁｰｽﾞｵﾑﾚﾂ 粉末状植物性たん白

ブロッコリー [ミートソーススパゲティ] 食塩

  ｱｰﾓﾝﾄﾞ・ﾛｰｽﾄ(ｽﾗｲｽ） 豚ひき肉 カロチノイド色素

  ｱｰﾓﾝﾄﾞ・ﾛｰｽﾄ(粉末）   清酒

  三温糖   玉葱

こいくちしょうゆ   にんじん

[豚汁]  ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ

豚もも肉 油

清酒 ◎コンソメ

  だいこん トマトケチャップ

  ごぼう   中濃ソース

  にんじん   三温糖

つきこんにゃく [コンソメスープ]

木綿豆腐   りょくとうもやし

  ねぎ   はくさい

  かつおだし   こまつな

みそ ◎コンソメ

[グレープフルーツ] うすくちしょうゆ

グレープフルーツ   白こしょう

[ミニトマト]

  ミニトマト

7月　19日　（月） 7月　20日　（火）
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