
 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

＜あまなっとうパン＞ ＜ごはん＞ ＜ごはん＞

あまなっとう 小麦粉 精白米 精白米

食塩 強化米 強化米

砂糖

＜普通牛乳＞ ショートニング ＜普通牛乳＞ ＜普通牛乳＞

脱脂粉乳

＜春雨スープ＞ イースト ＜野菜団子のすまし汁＞ ＜にらたま汁＞

鶏肉 野菜ミートボール にんじん

  清酒(上撰) 白菜 玉葱

ぶなしめじ しいたけ ほししいたけ

  はくさい わかめ 豆腐

春雨 焼き豆腐 にら

ねぎ かつおだし たまご

うずらたまご水煮 こぶだし いりこだし

かつおだし 薄口しょうゆ かつおだし 野菜

スープストック   清酒(上撰) 清酒（上撰） キャベツ、玉ねぎ

薄口しょうゆ 　本みりん 濃口しょうゆ・薄口しょうゆ にら、しょうが

食塩 食塩 本みりん 食肉

こしょう （豚肉、鶏肉）

＜鮭のうめマヨ焼き＞ ＜棒餃子＞ 豚脂

＜鶏肉のマーマレードがらめ＞ 鮭の切り身 つなぎ

鶏肉 玉葱 粒状植物性たん白

食塩　こしょう 練り梅 ＜えびと野菜のチリソース＞ パン粉

かたくり粉 マヨネーズ えび 加工でん粉

大豆油 牛乳 清酒（上撰） 食用植物油脂

濃口しょうゆ 三温糖 キャベツ しょうゆ

マーマレード もやし 食塩

清酒（上撰） ＜かみかみあえ＞ たけのこ 酵母エキス

三温糖 たくあん漬け ピーマン 砂糖

片栗粉 さきいか コンソメ 香辛料

もやし ◎トマトチリソース 皮

＜キャベツと枝豆のサラダ＞ にんじん トマトケチャップ 小麦粉、植物油脂

キャベツ きゃべつ 三温糖 食塩、麦芽糖

もやし ごま 濃口しょうゆ 加工でん粉

とうもろこし 濃口しょうゆ 酒精

枝豆 ＜冷凍みかん＞

◎玉ねぎドレッシング ＜ミニトマト＞

＜バナナ＞

７月　１日　（水） ７月　３日　（金）７月　２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＞ ＜ごはん＞ 小麦粉 ＜冷凍食パン＞ ＊非常食用パン ＜ごはん＞ ＜ごはん＞

精白米 精白米 ショートニング ブルーベリージャム 豚ばら肉 精白米 精白米 粒状植物性たん白

強化米　 納豆 強化米 砂糖 水あめ 強化米 強化米 野菜

本醸造醬油 なっとうふりかけ イースト ＜普通牛乳＞ 食塩 たけのこ、にんじん

＜普通牛乳＞ 砂糖・粉末醬油 ＜普通牛乳＞ 食塩 たん白加水分解物 ＜普通牛乳＞ ＜普通牛乳＞ キャベツ、たまねぎ

乳糖・発酵調味料 乳等を主要原料とする食品 ＜南瓜ポタージュ＞ カゼインNa しょうゆ

＜大根のみそ汁＞ 酵母エキス・食塩 ＜けんちん汁＞ ベーコン リン酸塩 ＜なす入りマーボー豆腐＞ ＜わかめみそ汁＞ でん粉

  だいこん かつおエキス 鶏若鶏肉モモ   清酒(上撰) 調味料（アミノ酸） ぶたひき肉 　はくさい 砂糖

  にんじん   清酒(上撰) 糖類（水あめ、砂糖）   玉葱/かぼちゃ 酸化防止剤   清酒(上撰) じゃがいも はるさめ

もやし   だいこん ブルーベリー ◎パンプキンクリーム 発色剤 おろしにんにく 　カットわかめ 発酵調味料

木綿豆腐   にんじん ゲル化剤 牛乳 香辛料抽出物 おろししょうが 凍り豆腐 ごま油

  ねぎ ほししいたけ 酸味料   パセリ コチニール色素 干ししいたけ   ねぎ ショートニング

  煮干しだし つきこん 生クリーム 豆腐 　いりこだし 豚脂

  清酒(上撰) 油揚げ こしょう 鶏肉 なす かつおだし エキス（チキン、

　本だし 豆腐 たまねぎ 玉葱   清酒(上撰) ポーク、酵母）

米みそ(淡色辛みそ) いわし 里芋 鶏卵 ＜お星さまハンバーグトマトソース＞ 豚脂 にら 淡色みそ オイスターソース

梅肉 ねぎ だし汁   星のハンバーグ 粒状植物性たん白 ◎調味ベースマーボー豆腐 玉葱 アミノ酸液

＜いわしの梅煮＞ 三温糖 いりこだし ねぎ   玉葱/生しいたけ 豚肉 中華だし 豚肉 ＜豆腐バーグのおろしあえ＞ 食塩

いわしの梅煮 醤油 かつおだし 砂糖 調合油 水溶性食物繊維 三温糖 馬鈴しょでん粉 豆腐バーグ たん白加水分解物

発酵調味料 食塩 とうもろこし澱粉 トマトピューレ 食塩 濃口しょうゆ 大豆蛋白 大根 こしょう

＜夏野菜のキムチ炒め＞ 食塩 うすくちしょうゆ みそ コンソメ 砂糖 かたくりこ ねぎ油 三温糖 皮

豚肉 加工澱粉 濃口醤油 三温糖 粉末状植物性たん白 生姜 本みりん 小麦粉、糖類

清酒（上撰） 調整粉乳 中濃ソース しょうがペースト ＜佐助豚焼売＞ 無添加丸大豆醤油 濃口しょうゆ 大豆油、食塩

キャベツ 白菜・玉葱・ごま ＜ねぎみそ玉子焼き＞ 食塩 香辛料 佐助豚焼売 さとうきび糖 かたくり粉 増粘剤

なす 大根・にんじん・昆布 ねぎみそ玉子焼き みりん ＜海藻とツナのサラダ＞ 酵母エキス 食塩 ごま油 調味料（アミノ酸等）

もやし にら・りんご・にんにく 清酒 海藻 にんにくペースト ＜切り干し大根ナムル＞ ポークエキス 乳化剤

ピーマン 砂糖・ぶどう糖・果糖 ＜こなごとふきのいために＞ キャベツ 加工デンプン 切り干し大根 酵母エキス ＜ほうれんそうのごまあえ＞ 着色料

キムチ 醸造酢・唐辛子・食塩 にんじん サラダこんにゃく セルロース キャベツ 米こうじ ほうれん草 ベーキングパウダー

かつおだし アミノ酸・酸化防止剤 さつまあげ とうもろこし 貝Ca にんじん 皮 にんじん 加工でん粉

  三温糖 アトナー色素・パプリカ色素 ちりめんじゃこ ブロッコリー ピロリン酸第二鉄 ほうれん草 (小麦粉、食塩) キャベツ

  本みりん ゼラチン・増粘多糖類 ふき マグロフレーク水煮 ◎韓国ナムルドレッシング もやし

 こいくちしょうゆ 蛋白加水分解物・魚醬 三温糖 ◎焙煎ごまドレッシング ぶどう糖果糖液糖 ◎ごま和えの素

濃口しょうゆ グラニュー糖 三温糖

＜グレープフルーツ＞ 清酒（上撰） 粉あめ　ナタデココ ＜オレンジ＞ 濃口しょうゆ

本みりん ＜七夕ゼリー＞ レモン果汁 ごま油

いりこだし 増粘多糖類

食塩 酸味料

大豆油 着色料（クチナシ） ＜グレープフルーツ＞

クエン酸第一鉄Na

＜さくらんぼ＞

７月　１０日　（金）７月　６日　（月） ７月　７日　（火） ７月　８日　（水） ７月　９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＞ ＜ごはん＞ ＜黒糖パン＞ ＜ごはん＞ ＜ごはん＞

精白米 精白米 鶏肉 コッペパン 豚ばら肉 精白米 精白米

強化米 強化米 油揚げ 黒砂糖 水あめ 強化米 強化米

しいたけ 食塩 鶏肉

＜普通牛乳＞ ＜普通牛乳＞ たまねぎ ＜普通牛乳＞ たん白加水分解物 ＜普通牛乳＞ ごぼう ＜普通牛乳＞

にんじん カゼインNa パン粉

＜三陸磯汁＞ ＜キャベツのみそ汁＞ こんにゃく ＜ミネストローネ＞ リン酸塩 ＜ほうれんそうとあさりのスープ＞ 玉ねぎ ＜夏野菜カレー＞

わかめ キャベツ ぶなしめじ キャベツ 調味料（アミノ酸） あさり 人参 豚モモ

まつも　ふのり じゃがいも でん粉 ベーコン 酸化防止剤   清酒(上撰) レンコン   清酒(上撰)

ほたて　あさり えのきだけ パン粉   清酒(上撰) 発色剤 ほうれん草 しょうゆ   玉葱

にんじん　白菜 焼き豆腐 しょうゆ   玉葱 香辛料抽出物 豆腐 ねぎ   なす

豆腐 ねぎ 粒状大豆たん白 キャベツ コチニール色素 ホールコーン でん粉   青ピーマン

薄口しょうゆ   煮干しだし 砂糖 セロリ キャベツ・玉葱・トマト たまご 植物油脂 ホールコーン

めんつゆ   清酒(上撰) 食塩 大豆水煮 にんじん・にんにく かつおだし 砂糖 かぼちゃ
清酒（上撰）　かつおだし かつおだし 香辛料 トマト 豚・鶏肉 コンソメ 粒状植物性たん白 ◎ﾊﾞｰﾓﾝﾄﾞﾌﾚｰｸ

米みそ(淡色辛みそ) ～たれ～ ◎デミグラスソース ケチャップ・チーズ 薄口しょうゆ みりん ◎ギャバンカレーフレーク

＜松風焼き＞ 砂糖 コンソメ　三温糖 食用植物油脂 こしょう 脱脂粉乳 中濃ソース

豚・鶏ひき肉 ＜信田煮＞ しょうゆ 濃口しょうゆ 粒状植物タンパク 卵白粉末   すりおろしりんご

大豆　ねぎ 信田煮 みりん 砂糖・加工でんぷん ＜野菜肉団子＞ かつおだし ◎チャツネ

パン粉　たまご 食塩 ＜ピザロール＞ L-グルタミン酸ナトリウム 野菜肉団子 食塩 おろしにんにく

三陸磯　濃口しょうゆ ＜カラフルそぼろ炒め＞ ピザロール 食塩・バジル たれ   トマトケチャップ

清酒（上撰）　食塩 豚・鶏ひき肉 大豆油 香辛料・小麦粉 しょうゆ、砂糖

みそ　　ごま 清酒（上撰） 麦芽糖 ＜ジャーマンポテト＞ 水あめ、醸造酢

ほうれん草 ＜ペぺロンチーノ＞ ベーコン 増粘剤

にんじん 鶏卵 スパゲティ 豚ばら肉 じゃがいも カラメル色素 ＜ゆでたまご＞ 鶏卵

＜野菜の梅和え＞ ちりめんじゃこ 植物油脂 オリーブ油 水あめ 玉葱 アルコール 味付けゆでたまご 塩

キャベツ スクランブルエッグ 還元水あめ にんにく 食塩 ホールコーン 大豆油 砂糖

もやし 干しひじき でん粉 ベーコン たん白加水分解物 グリンピース

にんじん　 調合油 醸造酢 玉葱 カゼインNa 調合油 ＜海藻と枝豆のサラダ＞

きゅうり かつおだし 食塩 小松菜 リン酸塩 コンソメ 海藻サラダ

◎梅ご飯の素 三温糖 大豆粉 食塩 調味料（アミノ酸） 清酒（上撰） 大根

穀物酢 本みりん 加工でん粉 こしょう 酸化防止剤 枝豆

食塩 濃口しょうゆ 濃口しょうゆ 発色剤 ブロッコリー

香辛料抽出物 ＜バナナ＞ ホールコーン

＜すいか＞ コチニール色素 ◎和風ごましょうゆドレッシング

異性化液糖 還元水あめ クエン酸第一鉄ナトリウム 異性化液糖 還元水あめ クエン酸第一鉄ナトリウム

＜ピーチミニゼリー＞ 白桃ピューレ 砂糖 香料 ＜ぶどうミニゼリー＞ ぶどうピューレ 砂糖 香料 ＜グレープフルーツ＞

白桃果肉 ゲル化剤 酸化防止剤 ぶどう果肉 ゲル化剤 酸化防止剤

ピーチ濃縮果汁 酸味料 消泡剤 ぶどう濃縮果汁 酸味料 消泡剤

７月　１７日　（金）７月　１３日　（月） ７月　１４日　（火） ７月　１５日　（水） ７月　１６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＞ ＜ごはん＞

精白米 精白米

強化米 強化米

＜普通牛乳＞ ＜普通牛乳＞

＜めかぶ汁＞ ＜なすの味噌汁＞ ばれいしょ

  はくさい なす かぼちゃ

　にんじん 白菜 砂糖

めかぶ ぶなしめじ パン粉

凍り豆腐 油揚げ 水あめ

ねぎ ねぎ 食塩

　混合節だし いりこだし カロチノイド色素

  液体昆布だし 清酒（上撰） 香料

  清酒(上撰) かつおだし ～衣～

うすくちしょうゆ 米淡色味祖 パン粉

  本みりん バッターミックス

  食塩 ＜かぼちゃコロッケ＞ 小麦粉

かぼちゃコロッケ 加工デンプン

大豆油 植物油脂

＜さんまの蒲焼風＞ 増粘多糖類

さんま ＜ほうれん草五目炒め＞ 粉末水あめ

でんぷん 豚もも肉 ベーキングパウダー

大豆油 おろししょうが 乳化剤

清酒（上撰） にんじん 大豆粉

三温糖 もやし 粉末状大豆たん白

本みりん ほうれん草 植物油脂（乳化剤）

濃口しょうゆ スクランブルエッグ

調合油 鶏卵

＜肉じゃが＞ かつおだし 植物油脂

豚ひき肉 ・ 清酒（上撰） 三温糖 還元水あめ

にんじん　玉葱 濃口しょうゆ でん粉

糸こんにゃく ごま 醸造酢

グリンピース 食塩

顆粒風味調味料 大豆粉

三温糖 加工でん粉

本みりん

濃口しょうゆ ＜バナナ＞

＜冷凍みかん＞

７月　２０日　（月） ７月　２１日　（火）
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