
 １０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]

  精白米

  麦

  強化米

[牛乳]

牛乳

[さばのカレー焼き]

  さば切り身

薄力粉

  カレー粉

[煮びたし]

  こまつな

  えのきたけ

油揚げ

  りょくとうもやし

◎そばつゆ

ほんだし

[実だくさん汁]

  にんじん

  干しいたけ（ｽﾗｲｽ）

  じゃがいも

  ごぼう

  つきこんにゃく

木綿豆腐

  ねぎ

煮干しだし

みそ

[グレープフルーツ]

  グレープフルーツ

10月　1日　（金）
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 １０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] ブルーベリー [コッペパン] 小麦粉 [麦ごはん] [麦ごはん] のり・水あめ・醤油 [麦ごはん]

  精白米 砂糖 コッペパン 食塩   精白米   精白米 砂糖・醸造調味料   精白米 液全卵

  麦 水あめ [ブルーベリージャム] 砂糖   麦   麦 醸造酢・鰹エキス   麦 野菜（玉ねぎ・にんじん

  強化米 ゲル化剤（ペクチン）   ブルーベリージャム ショートニング   強化米   強化米 カラメル色素   強化米 ほうれん草・しいたけ）

[牛乳] 酸味料（クエン酸） [牛乳] 脱脂粉乳 [牛乳] [のり佃煮] 増粘多糖類・ヘム鉄 [牛乳] 鶏肉

牛乳 pＨ調整剤（クエン酸Na） 牛乳 イースト 牛乳  のり佃煮 水 牛乳 植物油（大豆油・なたね油）

[いわしメンチカツ] 水 [チキンハニーグリル] [豚丼の具] [牛乳] [千草焼き] ナチュラルチーズ

いわしメンチカツ 鶏むね肉 豚もも肉 牛乳 千草焼き 砂糖

揚げ油 いわし・たらすり身 こいくちしょうゆ 大豆ミート 大豆 [ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ照り焼きｿｰｽ] 鶏肉・豚肉 [じゃがいものそぼろ煮] しょうゆ

[なめたけ和え] 鶏むね肉・玉ねぎ・   はちみつ 清酒 鶏肉と豚肉のハンバーグ たまねぎ・ じゃがいも かつお節エキス

小松菜 レンコン・小麦粉   おろししょうが   おろししょうが   清酒 粒状植物性たん白 豚ひき肉 食塩

  りょくとうもやし 人参・砂糖・味噌   白ワイン   おろしにんにく   三温糖 豚脂   にんじん 発酵調味料

  キャベツ 食塩・炭酸カルシウム [マカロニサラダ]   三温糖   本みりん でん粉   玉葱 酵母エキス

  にんじん ﾋﾟﾛﾘﾝ酸第二鉄・パン粉 マカロニ   玉葱 こいくちしょうゆ 乾燥ﾏｯｼｭﾎﾟﾃﾄ サラダ油 加工デンプン

  なめ茸 バッターミックス・水   きゅうり   糸こんにゃく   かたくり粉 砂糖   三温糖 pH調整剤

うすくちしょうゆ   にんじん   すりおろしりんご [いかと大根の煮物] トマトケチャップ   しょうゆ クエン酸Na

[さつま汁]   キャベツ こいくちしょうゆ   いか短冊 野菜ペースト  おろし生姜 水

鶏もも肉 えのき茸 ◎エッグケア ほんだし   清酒 食塩・香辛料   本みりん

  清酒 醤油・砂糖・食塩   食塩 [野菜のごま酢あえ]   だいこん ｵﾆｵﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ   食　塩

  ごぼう Lグルタミン酸ナトリウム   白こしょう   ほうれん草   にんじん 酵母エキス   かたくり粉

  にんじん コハク酸二ナトリウム [野菜のポトフ]   にんじん   つきこんにゃく 植物油脂・水 [ワンタン汁]

木綿豆腐 5．リポヌクレオチド二ナトリウム ミートボール8g 鶏肉   はくさい   さやいんげん 加工でん粉 鶏もも肉

  さつまいも イナゲルV92 清酒 たまねぎ   りょくとうもやし   ほんだし 炭酸Ca   清酒

  干しいたけ（ｽﾗｲｽ） クエン酸   だいこん でん粉   穀物酢   三温糖 焼成Ca   だいこん

  ねぎ L－アスコルビン酸   にんじん 豚肉   三温糖   本みりん ﾋﾟﾛﾘﾝ酸鉄 小松菜 小麦粉（強力粉1等）

  煮干しだし リン酸塩（Na） ブロッコリー 還元水あめ うすくちしょうゆ こいくちしょうゆ 着色料   ウェーブワンタン 食塩

みそ じゃがいも 植物性たん白 白ごま [白菜のみそ汁] 硫酸Ca   ねぎ

[バナナ] ◎コンソメ チキンオイル [ごぼうとキャベツの味噌汁] じゃがいも   かつおだし
バナナ うすくちしょうゆ 揚げ油   ごぼう   はくさい こいくちしょうゆ

  白こしょう 水   キャベツ   りょくとうもやし   本みりん

調味料   にんじん えのきたけ   食塩

  だいこん 油揚げ [オレンジ]

  こまつな   ねぎ オレンジ

油揚げ   煮干しだし

  カットわかめ みそ

みそ

  煮干しだし

[グレープフルーツ]

  グレープフルーツ

10月　8日　（金）10月　4日　（月） 10月　5日　（火） 10月　6日　（水） 10月　7日　（木）
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 １０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] [麦ごはん] [麦ごはん] [麦ごはん] [麦ごはん]

  精白米   精白米   精白米   精白米   精白米

  麦   麦   麦   麦   麦

  強化米   強化米   強化米   強化米   強化米 青大豆

[牛乳] [牛乳] [牛乳] [牛乳] [牛乳] 馬鈴薯

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 砂糖・醤油

[ドライカレー] [さばのみりん干し焼き] さば [鮭の塩焼き] [親子丼の具] [青大豆コロッケ] でん粉・塩

鶏豚合いびき肉   さばみりん干し しょうゆ 甘塩鮭切り身   玉葱   岩手県産雑穀衣の青大豆ｶﾂ バッター液

ひきわり大豆 [ほうれん草の菊花あえ] 砂糖 [すき昆布の煮つけ] ミックスベジタブル A 大豆油 雑穀衣（ぽんせん）

  清酒   ほうれんそう 酒   すき昆布 鶏もも肉 [もやしとにらのナムル] ドライパン粉

サラダ油   はくさい みりん   切干しだいこん たまご   りょくとうもやし サラダ油

  玉葱 にんじん   りょくとうもやし 水   油揚げ 干ししいたけスライス   にら

ミックスベジタブル とうもろこし   菊のり   糸こんにゃく サラダ油   にんじん

  カレー粉・ソース グリンピース こいくちしょうゆ   ボイル大豆   三温糖   キャベツ
三温糖・こいくちしょうゆ   三温糖   にんじん   清酒 ◎ 韓国ナムルドレッシング

塩・ケチャップ・パン粉 白ごま   清酒   本みりん [肉団子スープ]

[海そうサラダ] わかめ [いものこ汁] ほんだし こいくちしょうゆ   清酒

  海草サラダ 茎わかめ 鶏もも肉   三温糖 [アーモンドあえ]   はくさい

  だいこん こんぶ   清酒   本みりん   こまつな   ぶなしめじ

  サラダこんにゃく 赤角又   にんじん こいくちしょうゆ   りょくとうもやし だいこん 鶏肉

ブロッコリー 白杉のり   だいこん [キャベツ豚汁]   にんじん ミートボール8g たまねぎ

◎青じそドレッシング つきこんにゃく 豚もも肉   キャベツ ◎中華スープストック でん粉

[卵とﾁｰｽﾞのふわふわｽｰﾌﾟ] 木綿豆腐   清酒 アーモンド うすくちしょうゆ 豚肉

ベーコン 豚バラ肉 里芋   キャベツ   三温糖   食塩 還元水あめ

  清酒 食塩   ねぎ   ごぼう こいくちしょうゆ   白こしょう 植物性たん白

  玉葱 砂糖   かつおだし   にんじん [わかめのみそ汁] [グレープフルーツ] チキンオイル

  にんじん 香辛料 鳥がらだし 木綿豆腐 生乳 わかめ   グレープフルーツ 揚げ油

じゃがいも ﾌﾞﾗｯｸﾍﾟﾊﾟｰ うすくちしょうゆ   ねぎ 調整粉乳（砂糖・脱脂粉乳）   はくさい 水

たまご ｵｰﾙｽﾊﾟｲｽ   食塩   かつおだし 脱脂粉乳 じゃがいも 調味料

パセリ ﾍﾟﾊﾟｰ   本みりん みそ 濃縮プルーン果汁  木綿豆腐

粉チーズ ｵﾆｵﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ [バナナ] [ヨーグルト] ゼラチン   ねぎ

  パン粉 ｼﾞﾝｼﾞｬｰ バナナ きょうの鉄分葉酸ヨーグルト 無塩バター   煮干しだし

◎コンソメ 乳たんぱく みそ

うすくちしょうゆ 乳清たんぱく [オレンジ]
  食塩 寒天・香料 オレンジ

  白こしょう 強化愛・PH調整剤

[カルシウムウエハース] 着色料・スターター

  カルシウムウエハース 消泡剤（加工助剤）

水

10月　13日　（水） 10月　14日　（木） 10月　15日　（金）10月　11日　（月） 10月　12日　（火）

小麦粉・ぶどう糖・ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞ・貝ｶﾙｼｳﾑ・ﾃﾞｷｽﾄ

ﾘﾝ・乳等を主原料とする食品・植物油脂・ｺｰﾝｽ

ﾀｰﾁ・ﾜｷｼｽﾀｰﾁ・ﾌﾗｸｵﾘｺﾞ糖・加工ﾃﾞﾝﾌﾟﾝ・環状ｵ

ﾘｺﾞ糖・ﾋﾞﾀﾐﾝC・乳化剤・膨張剤・香料
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 １０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] 液卵・植物油脂・卵黄・食塩 [黒糖パン] 小麦粉 [麦ごはん] [麦ごはん] [さつまいもごはん]

  精白米 チーズ・乳等を主原料とする食品 黒糖パン 食塩   精白米 かつお   精白米 精白米

  麦 でん粉発酵調味料・植物油脂 [牛乳] 砂糖   麦 小麦粉   麦 いわし もち米

  強化米 食用卵殻粉・小麦粉 牛乳 ショートニング   強化米 パン粉   強化米 三温糖   強化米

[牛乳] チーズフード・砂糖・食塩 [チーズオムレツ] 脱脂粉乳 [牛乳] 食塩 [牛乳] 味噌   さつまいも

牛乳 加工でん粉・トレハロース   チーズｵﾑﾚﾂ イースト 牛乳 胡椒 牛乳 発酵調味料 清酒

[肉団子（ケチャップ）] 調味料・ｶﾛﾁﾉｲﾄﾞ色素 [キャベツサラダ] 黒砂糖 [かつおフライ] 調味料製剤 [いわしごま味噌煮] 食塩   本みりん

肉団子（ケチャップ） 鶏肉・玉ねぎ・粒状植物性たん白   キャベツ  かつお柔らかフライ 打粉（小麦粉）   いわしごま味噌煮 加工でん粉   食塩

[豚キムチ炒め] 水溶性食物繊維・豚脂   にんじん 揚げ油 水 [のり酢あえ] すりごま [牛乳]

豚もも肉 粉末状植物性たん白・砂糖 ブロッコリー [はりはり漬け]   ほうれんそう 水 牛乳

清酒 にんにくﾍﾟｰｽﾄ・酵母ｴｷｽ サラダ油   切干しだいこん   りょくとうもやし [鮭の照り焼きだれかけ]

  キャベツ ぶどう糖・食塩・香辛料   穀物酢   にんじん   はくさい 鮭切り身

  玉葱 しょうがペースト・水・揚げ油   三温糖   きゅうり   にんじん   清酒

  りょくとうもやし 加工ﾃﾞﾝﾌﾟﾝ・ｾﾙﾛｰｽ・炭酸Ca   食塩 鶏肉   りょくとうもやし   焼きのり   本みりん

  青ピーマン ﾋﾟﾛﾘﾝ酸鉄・ﾄﾏﾄｹﾁｬｯﾌﾟ   白こしょう 玉ねぎ 細切昆布   穀物酢 こいくちしょうゆ

キムチ 砂糖・ぶどう糖果糖液糖 [ABCマカロニスープ] 豚脂   穀物酢 こいくちしょうゆ   かたくり粉

ほんだし 水溶性食物繊維・食酢   ミニミートボール パン粉   三温糖 [キャベツのみそ汁] [ひじきと大豆の炒り煮]

  三温糖 ﾄﾏﾄﾍﾟｰｽﾄ・小麦不使用しょうゆ   清酒(上撰) 揚げ油 うすくちしょうゆ   キャベツ   ひじき

  本みりん 植物油・にんにくﾍﾟｰｽﾄ   玉葱 でん粉 白ごま じゃがいも   にんじん

こいくちしょうゆ 砂糖・酵母ｴｷｽ・香辛料・水   はくさい 粒状大豆たん白 [豆腐のすまし汁] 油揚げ  ボイル大豆

[にらたま汁] 増粘剤・ｶﾗﾒﾙ色素 じゃがいも 粉末状大豆たん白 鶏もも肉   煮干しだし 油揚げ

  にんじん   ボイル大豆 砂糖   ねぎ 魚肉（スケソウダラ みそ   つきこんにゃく

  玉葱   ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ･ﾏｶﾛﾆ 食塩 しいたけ イトヨリ・たちうお） [グレープフルーツ]   さやいんげん

干しいたけ コンソメ リン酸塩 木綿豆腐 食塩・砂糖・発酵調味液   グレープフルーツ サラダ油

木綿豆腐 白菜・玉葱・ごま   食塩 調味料（アミノ酸）   なると 加工でん粉（ﾀﾋﾟｵｶ・馬鈴薯）   清酒

  にら 大根・にんじん・昆布   白こしょう   かつおだし 調味料製剤 ほんだし

たまご にら・りんご・にんにく [おさつスティック]   昆布だし 着色料製剤   三温糖

  かつおだし 糖類・醸造酢・唐辛子   おさつスティック さつまいも 清酒 pH調整剤・水   本みりん

  清酒 食塩・かつお節エキス 砂糖 うすくちしょうゆ こいくちしょうゆ

こいくちしょうゆ たん白加水分解物・魚醤 植物油脂   本みりん [もやしのみそ汁]

うすくちしょうゆ 昆布エキス・アミノ酸等   食塩   はくさい

  本みりん 酸味料・増粘多糖類・酸化防止剤 [りんご] だいこん

[バナナ] 香料・アナトー色素 りんご 木綿豆腐

バナナ パプリカ色素・水   ねぎ

  煮干しだし

みそ

[オレンジ]

オレンジ

10月　20日　（水） 10月　22日　（金）10月　18日　（月） 10月　19日　（火） 10月　21日　（木）
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 １０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

[少なめ麦ごはん] 魚肉・大豆たん白 [麦ごはん] [麦ごはん] [麦ごはん] [すくなめコンソメライス]

精白米 砂糖・食塩・米油   精白米   精白米   精白米 精白米

麦 発酵調味料・ぶどう糖   麦   麦   麦   強化米

  強化米 精製ラード・卵白粉   強化米   強化米 鶏卵　かつお昆布だし   強化米 ◎コンソメ

[牛乳] 加工でん粉 [牛乳] [牛乳] じゃがいも　玉葱 [牛乳] パセリ

牛乳 調味料（アミノ酸等） 牛乳 牛乳 ベーコン　チーズ 牛乳 [牛乳]

[ちくわの磯辺揚げ] 焼成Ca・水 [イカ照焼] [アンサンブルエッグ] 砂糖　でん粉 [さんまの塩焼き] 牛乳

 焼きちくわ（卵白入り） いか切り身   アンサンブル風エッグ トレハロース　酢   甘塩さんま切り身 [鶏肉の唐揚げ]

てんぷら粉 小麦粉   おろししょうが だいこん　きゅうり [福神漬けあえ] 醤油　みりん　塩　こしょう [ほうれん草のごまあえ] 鶏もも肉

  あおのり 食塩   清酒 しょうが　なす   福　神　漬   ほうれんそう   おろしにんにく

揚げ油 植物油脂   三温糖 れんこん　しその実   きゅうり   にんじん   おろししょうが

[甘酢和え] 卵黄粉 こいくちしょうゆ ぶどう糖果糖液糖   りょくとうもやし   キャベツ こいくちしょうゆ

カットわかめ 加工でん紛 [肉じゃが] アミノ酸液　砂糖   キャベツ   りょくとうもやし 清酒

  りょくとうもやし ベーキングパウダー 豚ももにく 食塩　梅酢 ごま   三温糖   三温糖

  キャベツ 乳化剤   清酒 醸造酢　カラメル色素 [チキンカレー] こいくちしょうゆ 薄力粉

  にんじん 調味料（アミノ酸） じゃがいも 鶏もも肉 白ごま   かたくり粉

  三温糖 カロチン色素   にんじん   清酒   白すりごま 揚げ油

  穀物酢   玉葱   玉葱 [みそけんちん汁] [花野菜サラダ]

こいくちしょうゆ 糸こんにゃく   にんじん 鶏もも肉 ブロッコリー

  食塩 グリンピース じゃがいも   清酒 カリフラワー

白ごま  ほんだし   ◎ﾊﾞｰﾓﾝﾄﾞﾌﾚｰｸ（給食用）   にんじん   キャベツ

[きのこうどん]   三温糖 ◎ GABANカレーフレーク   だいこん   にんじん

鶏もも肉 小麦粉   本みりん すりおろしりんご 干ししいたけスライス サラダ油

  清酒 食塩 こいくちしょうゆ   おろしにんにく   つきこんにゃく   穀物酢

生しいたけ [大根のみそ汁]   トマトケチャップ 木綿豆腐   三温糖

なめこ   だいこん   中濃ソース   里いも   食塩 豚バラ肉

  油揚げ 調味顆粒   にんじん [りんご]   ねぎ [かぼちゃのポタージュ] 食塩

うどん ぶどう糖・食塩 えのきたけ  りんご   煮干しだし ベーコン 砂糖

  ねぎ ・とうもろこしでん粉・砂糖・ 木綿豆腐 みそ 清酒 香辛料

  かつおだし 鮭パウダー・鮭エキス・酵母エキス・   ねぎ [オレンジ]   玉葱 ﾌﾞﾗｯｸﾍﾟﾊﾟｰ

  昆布だし 昆布粉・デキストリン・抹茶   煮干しだし オレンジ かぼちゃ ｵｰﾙｽﾊﾟｲｽ

こいくちしょうゆ 海苔 みそ うらごしかぼちゃ ﾍﾟﾊﾟｰ

うすくちしょうゆ 鮭フレーク [バナナ]   ◎パンプキンポタージュ ｵﾆｵﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ

  本みりん パーム油・麦芽糖・ バナナ 牛乳 ｼﾞﾝｼﾞｬｰ

  食塩 ばれいしょでん粉・食塩 生クリーム

[さけふりかけ] 鮭エキス・酵母エキス 異性化液糖・還元水あめ   白こしょう
  すこやかふりかけさけ 貝カルシウム 砂糖・ｵﾚﾝｼﾞ果汁・果糖 [ハロウィンゼリー]

セルロース ゲル化剤(増粘多糖類) ハロウィンオレンジゼリー

ﾋﾞﾀﾐﾝＥ 酸味料・香料・ｶﾛﾁﾉｲﾄﾞ色素

消泡剤(加工助剤)・水

10月　25日　（月） 10月　27日　（水） 10月　28日　（木）10月　26日　（火） 10月　29日　（金）

5


