
久慈市学校給食センター No.1  7月

[ごはん] [ごはん] [ごはん] 鶏肉（もも）

精白米 いわし 精白米 精白米 しょうが

強化米・カルシウム米 大根おろし 強化米・カルシウム米 強化米・カルシウム米 しょうゆ

砂糖 [牛乳] ワイン

[牛乳] 醤油 [チンジャオロース] [牛乳] 砂糖

発酵調味料 豚モモ（脂身付き） オイスターソース

[いわしのおろし煮] 食塩 しょうが [鶏のから揚げ] かつおぶしエキス

いわしのおろし煮 加工でんぷん 酒 鶏から揚げ粉ふき （衣）

水 しょうゆ 揚げ油（大豆） 　でん粉（乳）
[ブロッコリーのごま和え] 大豆油 卵白

冷凍ブロッコリー 国産・たけのこ（千切） [ピーナッツ和え] 植物油脂

冷凍ホールコーン （冷）4色カラーピーマン （冷）ブロッコリー 食塩

もやし もやし （冷）ホールコーン パン粉（乳なし）

にんじん 砂糖 もやし 砂糖

しょうゆ みりん風調味料 にんじん 香辛料

ごま和えの素 ｵｲｽﾀｰｿｰｽ ピーナッツ和えの素 （揚げ油）

砂糖 プチドリップ しょうゆ パーム油

[中華風サラダ] 砂糖 大豆油

[どさんこ汁] キャベツ 加工でん粉

豚モモ(脂身付き) にんじん [油揚げと豆腐の味噌汁] 乳化剤

にんじん きゅうり 大根 クエン酸ナトリウム

玉葱 もやし じゃがいも 炭酸ナトリウム

キャベツ 緑豆はるさめ 木綿豆腐P 調味料（アミノ酸等）

木綿豆腐P 中華ごまドレッシング 油揚げ 塩化カリウム

（冷）じゃがいも プチドリップ 長ねぎ キシロース

大豆油 [たまごスープ] 煮干しだしパック 着色料

おろししょうが 塩蔵わかめ 白みそ 水

おろしにんにく 玉葱 赤みそ

赤みそ 冷凍バラえのき

バタ－（有塩） 生乳 ボイル帆立（100/150） [メロンゼリー]
とうがらし(粉) 食塩 県産干しいたけ（ｽﾗｲｽ） メロンゼリー

（冷）液卵

チンゲン菜
[グレープフルーツ] 酒
グレープフルーツ チキンブイヨン

中華だし

しょうゆ

塩

かたくり粉

[アーモンドカル]

アーモンドカル  

6月29日(月) 6月30日(火) 7月1日(水) 7月2日(木) 7月3日(金)

アレルギー用詳細献立表（小・中共通）



久慈市学校給食センター No.2  7月 アレルギー用詳細献立表（小・中共通）

[ごはん] キャベツ [ごはん] じゃがいも [ごはん] 鶏卵 [ごはん] 豚肉 [ごはん] じゃがいも

精白米 豚肉（白金豚） 精白米 たまねぎ 精白米 キャッサバでん粉 精白米 鶏肉 精白米 ごぼう

強化米・カルシウム米 たまねぎ 強化米・カルシウム米 鶏肉 強化米・カルシウム米 砂糖 強化米・カルシウム米 たまねぎ 強化米・カルシウム米 にんじん

にら 豚肉 米酢 粒状植物性たんぱく たまねぎ

[牛乳] 大豆タンパク [牛乳] 豚脂 [牛乳] 精製塩 [牛乳] 豚脂 [牛乳] おから

無添加丸大豆醤油 砂糖 米粉、上新粉 難消化性デキストリン ひじき

[白金豚ぎょうざ] ねぎ油 [星のコロッケ] 乾燥マッシュポテト [オムレツ] パーム油 [おろしソースハンバーグ] 果糖ぶどう糖液糖 [卯の花コロッケ] 砂糖

白金豚ギョウザ（2個） カルシウム 星のコロッケ50R 食塩 プレーンオムレツ 着色料 安心逸品ハンバーグCaFe でんぷん うの花コロッケ 醤油

さとうきび糖 揚げ油（大豆） 香辛料 菜種油 （冷）大根おろし 粉末状植物性たんぱく 揚げ油（大豆） イヌリン

[冷麺風サラダ] にんにく （衣） [福神漬け和え] 大豆油 めんつゆ ドロマイト 発酵調味料

緑豆はるさめ 生姜 [ちらしずしの具] パン粉（乳なし） 大根 水 砂糖 ぶどう糖加工品 [茎わかめのきんぴら] 植物油脂

きゅうり 天然塩 鶏若鶏肉モモ(皮なし) 小麦粉 きゅうり 水 ポークエキス くきわかめ 食塩

もやし 米こうじ レンコン水煮（イチョウ） コーンフラワー にんじん 大根 かたくり粉 発酵調味料 にんじん （衣）

にんじん 酵母エキス にんじん デキストリン 福　神　漬 なす 食塩 ごぼう パン粉（乳なし）

冷麺スープ ポークエキス かんぴょう(乾) 植物油脂 しょうゆ れんこん 加工油脂 豚モモ(脂身付) 小麦粉

はくさい(キムチ漬け) クエン酸第一鉄ナトリウム 国産・きぬさや 還元水あめ いりごま（白） なたまめ [ごぼうサラダ] 酵母エキス つきこん（白） でんぷん

ごま油 （皮） 県産干しいたけ（ｽﾗｲｽ） でんぷん しそ ごぼう チキンブイヨン 国産・たけのこ（千切） 粉末状大豆たんぱく

小麦粉 生しいたけ 水 [夏野菜カレー] 砂糖 きゅうり 加工でんぷん 生しいたけ 植物油脂

[キャベツのスープ] 水 油揚げ 炭酸カルシウム 豚外モモ(脂身付) ブドウ糖果糖液糖 にんじん クエン酸ナトリウム 砂糖 食塩

無塩せきウインナー 大豆油 ピロリン酸鉄 にんじん 醤油 キャベツ しょうゆ 水

冷凍ブロッコリー 白菜 砂糖 玉葱 食塩 冷凍ホールコーン ごま油（純　正）

冷凍じゃがいも たまねぎ 酒 豚肉（豚脂肪含） なす アミノ酸液 しょうゆ いりごま（白）
生しいたけ ごま みりん風調味料 食塩 （冷）じゃがいも コハク酸第二ナトリウム ノンエッグマヨネーズ とうがらし
にんじん 大根 しょうゆ 砂糖 （冷）かぼちゃ コハク酸第一ナトリウム 砂糖 豚肩肉 プチドリップ
キャベツ にんじん 香辛料（白こしょう、カルワイ） 青ピーマン 酢酸 食塩

しょうゆ 昆布 [七夕そうめん汁] パン酵母(鉄高含有） ソテーオニオン 水 [野菜のスープ煮] 砂糖 [生揚げのみそ汁]

コンソメ にら ｽｸｰﾙ糸かまぼこ トマト 無塩せきﾍﾞｰｺﾝ・ｶｯﾄ 香辛料 生揚げP
白こしょう りんご 国産・たけのこ（千切） おろしにんにく たら （冷）じゃがいも にんじん

にんにく オクラ 小麦粉 おろししょうが 魚介ｴｷｽ（昆布・かつおエキス） にんじん 冷凍ダイスポテト

[グレープフルーツ1/8] 糖類（砂糖、ぶどう糖果糖液糖、果糖） 手まり麩 グルテン（小麦たんぱく） 大豆油 でん粉（米） 玉葱 だいこん
グレープフルーツ 醸造酢 冷凍そうめん 着色料 コンソメ みりん キャベツ 冷凍バラえのき

唐辛子 ねぎ 米粉ｶﾚｰルウ 食塩 冷凍ブロッコリー ねぎ
食塩 ダシパック（カツオ） カレールウ 砂糖 チキンブイヨン 煮干しだしパック

かつお節エキス めんつゆ 小麦粉 中濃ソース 酵母エキス コンソメ 白みそ
たんぱく加水分解物 しょうゆ 食塩 トマトケチャップ タピオカでん粉 塩 赤みそ

魚醤 塩 小麦たんぱく しょうゆ
昆布エキス 植物油脂 [七夕ソーダゼリー（小）] 黒こしょう [おおのヨーグルト]

調味料（アミノ酸等） [さくらんぼ（小）] 加工でんぷん 星のソーダゼリー ゆめヨーグルト
酸味料 さくらんぼ 増粘剤（アルギン酸Na） [豆乳プリン]

増粘多糖類 塩化カルシウム [さくらんぼ（中）] 豆乳プリン [納豆ふりかけ]
酸化防止剤（ビタミンC） [七夕ソーダゼリー（中）] 水 さくらんぼ 納豆ふりかけ
香料、アナトー色素、パプリカ色素 星のソーダゼリー

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



久慈市学校給食センター No.3  7月 アレルギー用詳細献立表（小・中共通）

[ごはん] あじ [黒糖コッペパン] 小麦粉 [ごはん] 豚肉 [ごはん] [ごはん] すけそうたらすり身

精白米 （衣） 黒糖コッペパン 砂糖 精白米 たまねぎ 精白米 精白米 きゃべつ

強化米・カルシウム米 パン粉（乳なし） 黒砂糖 強化米・カルシウム米 にんじん 強化米・カルシウム米 強化米・カルシウム米 たこ

小麦粉 [牛乳] ショートニング キャベツ 馬鈴薯でん粉

[牛乳] 食塩 脱脂粉乳 [牛乳] 植物油脂 [牛乳] [牛乳] 砂糖

増粘剤製剤 [鶏肉のバジルソース焼き★] イースト 豚脂 ほっけ 食塩

[アジフライ] 水 スチームチキン 食塩 [春巻き] しょうゆ [ホッケの塩焼き] 食塩 [かみかみタコメンチ] 発酵調味料

アジフライ バジルソース 安心逸品春巻Fe 春雨 塩ほっけ カミカミタコメンチ 生姜

揚げ油（大豆） オリーブ油 揚げ油（大豆） でん粉 揚げ油（大豆） アオサ粉

鶏もも肉 豚肩肉 しょうがペースト [肉じゃが] （衣）

[五目ひじき] 粉末大豆蛋白 [きのこのペペロンチーノ] 食塩 [ナムル] 小麦粉 豚もも(脂身付) [春雨サラダ] パン粉

干ひじき 馬鈴薯澱粉 ｶｯﾄ･ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ（給食用） 砂糖 塩蔵わかめ ポークブイヨン にんじん にんじん 小麦粉

切干しだいこん 食塩 生しいたけ 香辛料 キャベツ ショートニング 玉葱 きゅうり 大豆たんぱく

つきこん（白） 水 しめじ きゅうり ポークエキス （冷）じゃがいも乱切り もやし とうもろこしでんぷん

えだまめ(冷凍) 玉葱 だいずもやし 発酵調味料 つきこん（白） 緑豆はるさめ 菜種油脂

県産大豆水煮 にんじん にんじん 酵母エキス グリンピース(冷凍) 中華ごまドレッシング 食塩

油揚げ 無塩せきﾍﾞｰｺﾝ・ｶｯﾄ 中華ごまドレッシング 砂糖 大豆油 しょうゆ 水

かつおだし オリーブ油 白菜 しょうゆ 乾燥しいたけ 砂糖 プチドリップ
砂糖 おろしにんにく たまねぎ プチドリップ たん白加水分解物 しょうゆ

しょうゆ パセリ(乾） ごま 香辛料 みりん風調味料 [ワンタンスープ]

みりん風調味料 コンソメ 大根 [キムチスープ] ＜皮＞ かつおだし 肉入りワンタン （皮）

大豆油 塩 にんじん 豚モモ(脂身付き) 小麦粉 にんじん 小麦粉

黒こしょう 昆布 だいこん 植物油脂 [めかぶのみそ汁] キャベツ 食塩

[あさりのみそ汁] しょうゆ にら にんじん 米粉 県産冷凍めかぶ 魚肉すり身（イトヨリ） ねぎ かんすい

（冷）あさり [ミネストローネ] りんご つきこんにゃく 粉あめ 冷凍バラえのき 卵白 県産干しいたけ（ｽﾗｲｽ） 着色料（クチナシ）

だいこん 冷えび にんにく ごぼう ショートニング 木綿豆腐P 食塩 なると 水

はくさい 冷あさり 糖類（砂糖、ぶどう糖果糖液糖、果糖） はくさい 食塩 にんじん 砂糖 中華だし （具）

にんじん 玉葱 醸造酢 （冷）豆腐 ソルビトール ねぎ ショートニング しょうゆ 豚肉

木綿豆腐P にんじん 唐辛子 はくさい(キムチ漬け) クエン酸鉄Na しそ葉 みりん 塩 ソテーオニオン

ねぎ 冷凍ダイスポテト 食塩 おろししょうが 乳化剤 煮干しだしパック 加工でん粉 酒 ごま油

煮干しだしパック 県産ボイル大豆 かつお節エキス しょうゆ 増粘剤 白みそ 調味料(アミノ酸） 卵白

白みそ 白いんげん豆 四種豆のミックス たんぱく加水分解物 中華だし キサンタンガム 赤みそ 着色料 [いちごヨーグルト] しょうゆ

赤みそ エジプト豆 冷凍ブロッコリー 魚醤 赤みそ 水 水 いちごヨーグルト でんぷん

赤インゲン豆 オリーブ油 昆布エキス [グレープフルーツ1/8] おろししょうが

[オレンジ1/4] インゲン豆 おろしにんにく 調味料（アミノ酸等） [チーズで鉄分] ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ　36玉 卵白粉

オレンジ　７２玉 トマトダイス 酸味料 チーズで鉄分 おろしにんにく

トマトピューレー 増粘多糖類 食塩

コンソメ 酸化防止剤（ビタミンC） 香辛料

塩 香料、アナトー色素、パプリカ色素 調味料（アミノ酸）

黒こしょう
[ぶどうゼリー]
ぶどうゼリー

7月13日(月) 7月14日(火) 7月15日(水) 7月16日(木) 7月17日(金)



久慈市学校給食センター No.4  7月 アレルギー用詳細献立表（小・中共通）

[ごはん] [ごはん] [ごはん]
精白米 精白米 精白米 さば

強化米・カルシウム米 いか 強化米・カルシウム米 強化米・カルシウム米 でん粉

小麦粉 [牛乳] みそ

[牛乳] とうもろこしでんぷん [豚丼の具] [牛乳] 砂糖

ベーキングパウダー 豚モモ(脂身付き) 発酵調味料

[いかの天ぷら] 食塩 しょうゆ [さばの味噌煮] 水

いか天ぷら 菜種油 酒 さばの味噌煮
揚げ油（大豆） 水 おろししょうが

砂糖 [れんこんサラダ]
[切り干し大根の炒め煮] 大豆油 レンコン水煮（イチョウ）

切干しだいこん 玉葱 ブロッコリー茎
干ひじき にんじん キャベツ

えだまめ(冷凍) グリンピース(冷凍) 冷凍ホールコーン

つきこん（白） つきこん（白） かつお節 焙煎ごまドレッシング

油揚げ 板麩 しょうゆ しょうゆ
にんじん 砂糖 食塩

県産干しいたけ（ｽﾗｲｽ） しょうゆ 砂糖 [豚汁]

大豆油 かつおだし パーム油 豚もも(脂身付き)

みりん ごま(いり) なたね油 にんじん
砂糖 大豆油 ごぼう

しょうゆ ［ほうれん草のおかか和え］ アミノ酸 じゃがいも
ほうれんそう ビタミンＥ 木綿豆腐P

［けんちん汁］ キャベツ くん液 つきこん（白）
木綿豆腐P もやし 生しいたけ

大豆油 味付けおかか ねぎ

にんじん 大豆油

ごぼう [鶏ちゃんこ] かつおだし

だいこん 鶏若鶏肉モモ(皮付き) 酒
わらび水煮カット にんじん しょうゆ

ねぎ だいこん 白みそ
かつおだし 生しいたけ
しょうゆ ねぎ [メロン1/16]

酒 油揚げ タカミメロン
みりん風調味料 しょうゆ
ごま油（純　正） 白みそ

酒
[ミニトマト] みりん風調味料
ミニトマト かつおだし

塩
[Feのり佃煮] [オレンジ1/4]

のり佃煮（Fe) オレンジ　７２玉

7月20日(月) 7月21日(火) 7月22日(水) 7月23日(木) 7月24日(金)
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日


