
 ９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]

精白米 精白米 精白米

  強化米   強化米   強化米

[牛乳] [牛乳] [牛乳]

牛乳 牛乳 牛乳

[いわしの梅煮] いわし [鮭のマヨネーズ焼き] [鶏肉の唐揚げ]

いわしの梅煮 梅肉   鮭切身 鶏もも肉
[切干大根のソース炒め] 三温糖   玉葱   おろしにんにく

ベーコン 醤油 ◎エッグケア   おろししょうが

清酒 発酵調味料 [梅和え] こいくちしょうゆ

  にんじん 食塩   キャベツ 清酒

  青ピーマン 加工でん粉   きゅうり   三温糖

  りょくとうもやし 水   にんじん 薄力粉

  切干大根   梅びしお   かたくり粉

サラダ油 こいくちしょうゆ 揚げ油

◎コンソメ   三温糖 [甘酢あえ]

  中濃ソース [どさんこ汁] ほうれんそう

  三温糖 豚モモ肉   にんじん

  食塩 清酒   りょくとうもやし

  白こしょう   りょくとうもやし   キャベツ

[沢煮椀]   にんじん   穀物酢

 豚モモ肉   じゃがいも こいくちしょうゆ

清酒   とうもろこし(ﾎｰﾙ)   三温糖

  たけのこ   かつおだし [実だくさん汁]

  ごぼうささがき 有塩バター   にんじん

  にんじん   だしパック  干しいたけ

糸こんにゃく 味噌   じゃがいも

干ししいたけ [ミニトマト]   ごぼうささがき

  ねぎ   ミニトマト   つきこんにゃく

  かつおだし 油揚げ

うすくちしょうゆ   ねぎ

  食塩   煮干しだし

  白こしょう みそ

[グレープフルーツ] [オレンジ]

  グレープフルーツ バレンシアオレンジ

9月　3日　（金）9月   2日　（木）9月   1日  （水）

マヨネーズ風

（半固体状ドレッ

シング）

豚バラ肉 食塩

砂糖 香辛料（ﾌﾞ

ﾗｯｸﾍﾟﾊﾟｰ・ｵｰﾙｽﾊﾟ

ｲｽ・ﾍﾟﾊﾟｰ・ｵﾆｵﾝ
梅

りんご加工

食物繊維

砂糖

鰹節エキス

水
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 ９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] [背割りコッペパン] 小麦粉 [ごはん] 鶏卵 [ごはん] いか　魚肉すり身 [ごはん]

精白米 コッペパン 食塩 精白米 水 精白米 植物油　でん粉（ 精白米

  強化米 [牛乳] 砂糖   強化米 砂糖   強化米 じゃがいも　コーン）   強化米

[おかかふりかけ] A 牛乳 ショートニング [牛乳] 食酢 [牛乳] パン粉　砂糖 [牛乳]
  すこやかふりかけおかか [カレーポテトコロッケ] 脱脂粉乳 牛乳 しょうゆ 牛乳 発酵調味料 牛乳

[牛乳]   カレーポテトコロッケ イースト [厚焼き玉子] 発酵調味料 [イカよせフライ] 食塩 [豚肉ごぼう丼の具]

 牛乳 揚げ油   厚焼き玉子 食塩  イカよせフライ こしょう 豚もも肉

[さばの塩焼き40g] [チリコンカン] [レモン風味あえ] かつおだし   米ぬか油 炭酸カルシウム こいくちしょうゆ

甘塩さば切り身 豚ひき肉 ほうれんそう こんぶだし [キムチサラダ] ﾋﾟﾛﾘﾝ酸鉄   清酒(上撰)

[大根のそぼろ煮] 清酒   キャベツ 植物油脂   はくさい   おろしにんにく

鶏ひき肉   おろしにんにく   とうもろこし(ﾎｰﾙ) 加工でん粉   だいこん   おろししょうが

サラダ油   玉葱   むき枝豆 ﾋﾟﾛﾘﾝ酸第二鉄   にんじん   三温糖

清酒  ボイル大豆   三温糖 調味料（アミノ酸等）   りょくとうもやし 白菜   玉葱

  だいこん サラダ油   穀物酢   きゅうり たまねぎ ごぼうささがき

  つきこん（白）   トマトケチャップ   レモン(果汁) キムチ にんじん   いりごま（白）

干しいたけ   トマトピューレ こいくちしょうゆ  こいくちしょうゆ 漬け原材料 ほんだし

  さやいんげん ◎コンソメ   ごま(いり）   食塩 砂糖・食塩・りんご [のりあえ]

ほんだし   三温糖 [せんべい汁] [なす入りマーボー] にんにく・しょうゆ・   りょくとうもやし

  三温糖   中濃ソース 鶏モモ肉(皮なし) 豚ひき肉 昆布エキス   にんじん

  本みりん   食塩 清酒  ひきわり大豆 かつおエキス 小松菜

こいくちしょうゆ   トウバンジャン   にんじん  清酒 生姜・唐辛子   焼きのり

[わかめのみそ汁]   パン粉 ごぼうささがき   おろしにんにく 調味料 こいくちしょうゆ

わかめ [野菜スープ]   干しいたけ   干し椎茸 香辛料抽出物   三温糖

  はくさい   りょくとうもやし   だいこん  木綿豆腐 酸味料 [じゃがいものみそ汁]

木綿豆腐   はくさい   ねぎ   なす トウガラシ色素   じゃがいも

  玉葱 えのきたけ   かやきせんべい   玉葱 ショ糖脂肪酸エステル   だいこん

  ねぎ   にんじん   かつおだし   にら   ねぎ

  煮干しだし ◎コンソメ こんぶだし ◎調味ベース　麻婆豆腐 　カットわかめ
みそ   白こしょう うすくちしょうゆ ◎中華スープストック 油揚げ

[オレンジ]   本みりん   三温糖 みそ

バレンシアオレンジ   食塩 こいくちしょうゆ   煮干しだし

[バナナ]   かたくり粉 [グレープフルーツ]

バナナ [オレンジ]   グレープフルーツ

バレンシアオレンジ

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

調味顆粒（ぶど

う糖、砂糖、食

塩、鰹節粉、と

うもろこしでん

粉、ﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ、酵

母 エ キ ス 、 抹

茶）、味付鰹削

り（鰹削り節、

砂糖、食塩、酵

母エキス、椎茸

エキス）、海苔、

貝カルシウム、

セルロース、酸

化防止剤（ビタ

ミンE）

じゃがいも 玉葱

にんじん コーン

砂糖 乾燥ﾏｯｼｭﾎﾟﾃ

ﾄ 大豆油 炭酸カ

ルシウム 食塩

カレー粉 ﾋﾟﾛﾘﾝ酸

第二鉄

パン粉 米粉 小

麦粉 水
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 ９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] [チキンライス] [ごはん] [ごはん] [ごはん]

精白米 精白米 精白米 精白米 精白米

  強化米 鶏肉 麦   強化米   強化米 スケソウダラ   強化米

[牛乳] 植物油脂   強化米 [牛乳] [牛乳] 難消化性デキストリン [牛乳]

牛乳 植物性たん白 鶏肉モモ肉 牛乳 牛乳 パン粉 牛乳 砂糖
[チキンカツみそだれかけ] パン粉   玉葱 [そぼろ丼具] [白身魚フライ] 植物油脂 [鶏肉のママレード焼き] 水あめ

 チキンカツ フライミックス粉   トマトケチャップ サラダ油   白身魚フライ 還元水あめ 鶏肉胸肉 いよかん

揚げ油 水 バター 鶏豚合挽肉 揚げ油 衣（パン粉・でん粉・ こいくちしょうゆ なつみかん

みそ 調味料 ◎コンソメ 　ひきわり大豆 にんじん [きんぴらごぼう] 植物油脂・加工でん粉）   ワイン（白） 還元水あめ

  三温糖   食塩   ﾐｯｸｽ ﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ とうもろこし   にんじん 炭酸カルシウム マーマレード 濃縮夏みかん果汁

こいくちしょうゆ   清酒(上撰)  たけのこ（千切） グリンピース   玉葱 調味料（アミノ酸）   おろししょうが ゆず果汁

清酒 [牛乳]   干しいたけ  ごぼうささがき 増粘剤（ｷｻﾝﾀﾝ） [海そうサラダ] 水

  かたくり粉 A 牛乳 　三温糖   つきこんにゃく ﾋﾟﾛﾘﾝ酸第二鉄 わかめ ゲル化剤（ペクチン）

  ごま油 [プレーンオムレツ] 鶏卵 こいくちしょうゆ   さつま揚げ 水   だいこん 酸味料

  水 オムレツ 水   食塩   青ピーマン   サラダこんにゃく

[春雨サラダ] [マカロニサラダ] 砂糖   おろししょうが   清酒   ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ

  きゅうり   ﾂｲｽﾄﾏｶﾛﾆ 醸造酢 [ごまあえ] ほんだし   とうもろこし(ﾎｰﾙ)

  キャベツ   きゅうり 食塩   こまつな   三温糖 サラダ油

  にんじん   にんじん 大豆油   にんじん   本みりん   三温糖

  緑豆はるさめ   キャベツ 加工でん粉   キャベツ こいくちしょうゆ   穀物酢

  ごま油 ◎エッグケア   りょくとうもやし   ごま(いり） うすくちしょうゆ

  三温糖   食塩   三温糖   ごま油   食塩

  穀物酢   白こしょう こいくちしょうゆ [なすのみそ汁] 豆乳   白こしょう

 こいくちしょうゆ [コンソメスープ]   ごま(いり）   なす でん粉   ごま(いり）

  ごま(いり）   もやし   すりごま   はくさい 難消化性デキストリン [ミートボールカレー]

[華風コーンスープ]   にんじん [豆腐のみそ汁] 生揚げ ﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ   ミニミートボール 鶏肉

  にんじん   だいこん   ｶｯﾄわかめ   ねぎ ぶどう糖   清酒 玉葱

  玉葱   ぶなしめじ   はくさい   にんじん 揚げ油   玉葱 豚脂

 チンゲン菜 ◎コンソメ   じゃがいも   煮干しだし リン酸カルシウム   にんじん パン粉

 木綿豆腐   食塩 木綿豆腐 みそ 豆腐用凝固剤   じゃがいも 揚げ油

  とうもろこし(ｸﾘｰﾑ)   白こしょう   ねぎ [オレンジ] 酸化防止剤（ビタミンC） ◎  ﾊﾞｰﾓﾝﾄﾞﾌﾚｰｸ（給食用） でん粉

  ◎新中華スープストック [バナナ]   煮干しだし  バレンシアオレンジ ﾋﾟﾛﾘﾝ酸第二鉄 ◎GABANカレーフレーク 粒状大豆たん白

 うすくちしょうゆ バナナ みそ 水   すりおろしりんご 粉末状大豆たん白

  食塩 [ピーチゼリー] おそししょうが 砂糖

  白こしょう   すりおろしピーチゼリー   中濃ソース 食塩

  かたくり粉 [グレープフルーツ] リン酸塩

[ミニトマト]   グレープフルーツ 調味料（アミノ酸）

  ミニトマト 加水

9月　15日　（水） 9月　16日　（木） 9月　17日　（火）

異性化糖液糖・白桃
ピューレ・白桃果
肉・ピーチ濃縮果
汁・還元水あめ・砂
糖・ゲル化剤・酸味
料・クエン酸第一鉄ﾅ
ﾄﾘｳﾑ・香料・酸化防
止剤・消泡剤

9月　13日　（月） 9月　14日　（火）
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 ９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

[コッペパン] [ごはん] [ごはん]

A コッペパン 精白米 精白米

[牛乳]   強化米   強化米

牛乳 [牛乳] [牛乳]
[うさぎﾊﾝﾊﾞｰｸﾞきのこソース] 牛乳 牛乳

  うさぎ型ﾊﾝﾊﾞｰグ [さばのごまだれ焼き] [春巻き]

 えのきたけ   さば切り身 春巻き

清酒 鶏肉 清酒 揚げ油

  三温糖 たまねぎ   三温糖 [炒めビビンバ]

こいくちしょうゆ 豚脂 こいくちしょうゆ とりにく肉

  かたくり粉 粒状植物性たん白   本みりん   ひきわり大豆

  水 豚肉   ごま(いり） 清酒

[コールスローサラダ] 水溶性食物繊維   すりごま（白） ほうれん草

  キャベツ 粉末状植物性たん白 [わかめの酢の物]   にんじん

  にんじん 砂糖 わかめ   りょくとうもやし

  とうもろこし(ﾎｰﾙ) 食塩   りょくとうもやし 炒り卵

  きゅうり ぶどう糖   キャベツ サラダ油

サラダ油 酵母エキス   きゅうり ◎中華スープストック

　穀物酢 にんにくペースト   三温糖   三温糖

  食塩 香辛料   穀物酢 こいくちしょうゆ

  三温糖 しょうがペースト こいくちしょうゆ   トウバンジャン

  白こしょう 水溶性食物繊維   食塩   ごま(いり）

[秋のシチュー] 加工でん粉 [とりみそけんちん汁]   ごま油

鶏もも肉 セルロース 鶏もも肉 [中華スープ]

清酒 ﾋﾟﾛﾘﾝ酸第二鉄 清酒   はくさい

  玉葱 炭酸Ca   にんじん   干ししいたけ

  にんじん   だいこん 木綿豆腐

  むき枝豆 果糖ぶどう糖液糖   干しいたけ   なると

  さつまいも ぶどう糖 つきこんにゃく  カットわかめ

◎ベシャメルｿｰｽ 砂糖 木綿豆腐   ねぎ
牛乳 ﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ 里芋  ◎中華スープストック

生クリーム 果糖   ねぎ 清酒

◎コンソメ みかん果汁   煮干しだし うすくちしょうゆ

  白こしょう ブルーベリー果汁 みそ   白こしょう

[お月見ゼリー] 寒天 [りんご] [オレンジ]

お月見ゼリー 水 りんご バレンシアオレンジ

加工でん粉

乳酸Ca　ゲル化剤

酸味料　香辛料

着色料　クエン酸鉄Na

9月　24日　（金）9月　21日　（火） 9月　22日　（水）

豚 肉 ・ に ん じ

ん・たまねぎ・

キャベツ・植物

油 脂 ・ 豚 脂 ・

しょうゆ・はる

さめ・でん粉・

しょうがペース

ト・小麦粉・ﾎﾟｰ

ｸﾌﾞｲﾖﾝ・ｼｮｰﾄﾆﾝ

ｸ・ﾎﾟｰｸエキス・

発酵調味料・酵

母 エ キ ス ・ 砂

糖・乾燥シイタ

ケ・たん白加水

分 解 物 ・ 香 辛

料・小麦粉・植

物油脂・米粉・

水あめ・ｼｮｰﾄﾆﾝ

ｸﾞ・食塩・ｿﾙﾋﾞ

ﾄｰﾙ・クエン酸鉄

Na・乳化剤・増

粘剤（ｷｻﾝ ﾀﾝ ｶﾞ

ﾑ）・水

小麦粉

食塩

砂糖

ショートニング

脱脂粉乳

イースト

鶏卵・でん粉・

砂糖・食塩・鰹

節エキス・酵母

エ キ ス ・ 酸 味

料・ﾋﾟﾛﾘﾝ酸鉄・

植物油・水

魚肉・食塩・砂

糖・発酵調味料

液・加工でん粉

（ﾀ ﾋ ﾟ ｵ ｶ・馬鈴

薯）・調味料製

剤 ・ 着 色 料 製

剤・PH調整剤製

剤・水
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 ９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] 澱粉　砂糖　麦芽糖 [ごはん] [ごはん]

精白米 油揚げ　にんじん 精白米 乾燥わかめ　あおさ 精白米 精白米 たまねぎ

  強化米 すけそうだら   強化米 かつお削り節   強化米   強化米 鶏肉

[牛乳] 卵 [いそわかめふりかけ] 食塩　パン酵母 [牛乳] [牛乳] 大豆

牛乳 キャベツ・小麦粉 いそわかめふりかけ 魚醤　味付けシソの葉 牛乳 牛乳 豚肉

[信田煮] 卵白 [牛乳] のり　鰹節粉末 [シューマイ] [大豆とごぼうのメンチカツ] パン粉

  信田煮 しょうゆ　ようれんそう 牛乳 かぼちゃ　むらさきイモ シューマイ 大豆とごぼうのメンチカツ 粒状植物性たん白

[納豆あえ] 砂糖　はるさめ [さんまのかば焼き] 発酵調味料　水あめ [チャプチェ] 大豆油 ごぼう

ほうれん草 粉末状植物性たん白   さんま開きでん粉つき かつおエキス　酵母エキス　  豚モモ(脂肪なし) [かりぽりあえ] しょうゆ

  はくさい みりん・食塩 揚げ油 ジンジャー粉末 清酒 つ　ぼ　漬 でん粉

  にんじん ひじき・海藻ｶﾙｼｳﾑ こいくちしょうゆ 昆布エキス　焼成ｶﾙｼｳﾑ   にんじん   りょくとうもやし 炭酸カルシウム

挽きわり納豆 植物性たん白加水分解物   本みりん   キャベツ   にんじん 砂糖

　◎そばつゆ 水・加工でん粉   清酒   玉葱   キャベツ 食塩

[鮭つみれ汁] 調味料（アミノ酸等）   中双糖 干しいたけ   ごま(いり） 香辛料

  鮭ボール 凝固剤   おろししょうが   にら こいくちしょうゆ ﾋﾟﾛﾘﾝ酸第二鉄

清酒 ﾋﾟﾛﾘﾝ酸第二鉄   水   緑豆はるさめ [鶏すきやき風煮] 水

  だいこん ～たれ～ [五目豆] サラダ油 鶏もも肉 ＜衣＞

  キャベツ みりん　しょうゆ 鶏もも肉 ◎中華スープストック 清酒 パン粉　大豆油

木綿豆腐 砂糖 　乾燥味付大豆 大豆   食塩   はくさい 粉末状植物性たん白

  ねぎ 　液状混合調味料   角切昆布　 砂糖   白こしょう  木綿豆腐 乳化剤　水

  かつおだし 風味調味料（かつお）   にんじん 食塩 こいくちしょうゆ   糸こんにゃく

うすくちしょうゆ 水   ごぼう   ごま油   えのきたけ

  食塩 調味料 こんにゃく [もずくの中華スープ]   ねぎ

[バナナ] カラメル色素 干ししいたけ   はくさい   かつおだし

バナナ   三温糖   もずく   三温糖

こいくちしょうゆ 卵   本みりん

サラダ油 木綿豆腐 こいくちしょうゆ

[なめこのみそ汁]   清酒(上撰) [オレンジ]

鮭   なめこ ◎中華スープストック バレンシアオレンジ

たらすり身   だいこん うすくちしょうゆ

たまねぎ 木綿豆腐   白こしょう

植物油脂   ねぎ [りんご]

食塩   煮干しだし  りんご

清酒 みそ

砂糖

酵母エキス

増粘剤（加工でん粉）

9月　27日　（月） 9月　29日　（水） 9月　30日　（木）9月　28日　（火）

干し大根 砂糖

醤油 食塩 還

元水あめ 醸造

酢 酒精 調味

料 （ ア ミ ノ 酸

等 ） 酸 味 料

玉葱 豚肉 で

ん粉 大豆たん

白 葱油 生姜

カルシウム 醤

油 砂糖 食塩

ポ ー ク エ キ ス

酵母エキス 米

麹 クエン酸第

一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ、小麦

粉・水
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