
 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

＜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＞

＜けんちんじる＞ ＜めかぶのすまし汁＞

とり肉 めかぶ

にんじん ねぎ

だいこん えのきだけ

ほししいたけ はくさい

つきこんにゃく 焼き豆腐

木綿豆腐 かつおだし

さといも 昆布だし

ねぎ 清酒（上撰）

かつおだし 薄口しょうゆ

ほんだし 本みりん

食塩

薄口しょうゆ

食塩 鶏肉 ＜さばのカレー焼き＞

たまねぎ さば
＜うさぎさんハンバーグ＞ 豚脂　植物性たん白 薄力粉

うさぎさんハンバーグ 豚肉　水溶性食物繊維 カレー粉

たまねぎ 砂糖　ぶどう糖

しいたけ 食塩　酵母エキス ＜カラフルそぼろ炒め＞

清酒（上撰） にんにく　香辛料 豚ひき肉

三温糖 しょうが　 鶏ひき肉 鶏卵

濃口醬油 加工でんぷん 清酒（上撰） 植物油脂

かたくり粉 セルロース ほうれんそう 還元水あめ

炭酸Ｃａ にんじん でん粉

＜かみかみあえ＞ ピロリン酸第二鉄 ちりめんじゃこ 醸造酢

たくあん漬け スクランブルエッグ 食塩

もやし （みかんゼリー） 干しひじき 大豆粉

にんじん うんしゅうみかん果汁 調合油 加工でん粉

キャベツ 砂糖 かつおだし

さきいか ぶどう糖果糖液糖 三温糖

ごま デキストリン 本みりん

濃口醬油 ゲル化剤　ビタミンＣ 濃口醬油
酸味料　クエン酸Ｎａ

＜お月見ぜりー＞ 香料 ＜りんご＞

10月　2日　（金）10月　１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

＜ごはん＞ ＜ごはん＞ ＜小さめコッペパン＞ ＜ごはん＞ ＜麦ごはん＞

精白米 精白米 コッペパン 小麦粉 精白米 精白米/強化米

強化米 強化米 食塩 強化米 精麦

＜普通牛乳＞ 砂糖

＜普通牛乳＞ ＜普通牛乳＞ ショートニング ＜普通牛乳＞ ＜普通牛乳＞

＜海の幸スープ＞ 脱脂粉乳

＜なめこの味噌汁＞ ＜いものこ汁＞ あさり　いか イースト ＜まめぶ＞ ＜八宝菜＞

なめこ 鶏肉モモ(皮なし) むきえび にんじん 豚肉 魚肉/でん粉

だいこん   清酒(上撰)   清酒(上撰) ごぼう えび　いか 砂糖/食塩

わかめ   にんじん たけのこ 油揚げ 清酒（上撰） 加工でん粉

木綿豆腐 　だいこん   にんじん ぶなしめじ チンゲンサイ 調味料製剤

ねぎ   つきこん 木綿豆腐 焼き豆腐 小麦粉 白菜　たけのこ 酒精製剤

清酒（上撰） 木綿豆腐   カット若芽 かんぴょう 黒砂糖 うずら卵 炭酸Ca製剤

  煮干しだし さといも   ねぎ まめぶ くるみ 干し椎茸 pH調整剤製剤

かつおだし   ねぎ   固形コンソメ 煮干しだし なると 着色料製剤

米みそ(淡色辛みそ) 　混合節だし うすくちしょうゆ 清酒（上撰） かつおだし

 鳥がらだし   白こしょう かつおだし ◎八宝菜の素 鶏卵

＜豚丼の具＞  うすくちしょうゆ 濃口醬油 スープストック キャベツ

豚モモ(脂肪なし)   食塩 ＜なすのミートスパゲティ＞ かたくり粉 濃口醬油 しいたけ

  清酒(上撰)   本みりん 豚ひき肉 食塩 かたくり粉 かに肉

  玉葱 清酒（上撰） 砂糖

　高野豆腐 ＜さんまおろし煮＞ たまねぎ ＜鮭の塩焼き＞ ＜フヨウハイ＞ 醸造酢

  糸こんにゃく さんまおろし煮 しいたけ　なす 鮭切り身 フヨウハイ 食塩

さやいんげん ピーマン 大豆油　加工でんぷん

　本だし ＜ほうれん草アーモンドあえ＞ スパゲティ ＜すきこぶの煮付け＞ ＜はるさめサラダ＞

  三温糖 ほうれん草 調合油 すきこぶ きゅうり 鶏卵

  本みりん   りょくとうもやし コンソメ 切り干し大根 キャベツ 食用植物油脂

こいくちしょうゆ   にんじん トマトケチャップ 油揚げ にんじん 砂糖

  キャベツ 洋梨果肉 中濃ソース 糸こんにゃく グラニュー糖 錦糸卵 醸造酢 発酵調味料

＜はりはり漬け＞   ｱｰﾓﾝﾄﾞ・ﾛｰｽﾄ(ｽﾗｲｽ） 洋梨濃縮還元果汁 三温糖 大豆 ブルーベリーピューレ 春雨 食塩 

きりぼしだいこん   ｱｰﾓﾝﾄﾞ・ﾛｰｽﾄ(粉末） 異性化液糖 にんじん 果糖 ごま油　三温糖 加工デンプン

にんじん   三温糖 還元水あめ ＜れんこんサラダ＞ 清酒（上撰） 粉あめ 穀物酢　濃口醬油 グリシン

きゅうり こいくちしょうゆ 砂糖 レンコン水煮 かつおだし ゲル化剤 ごま油　三温糖 カロチノイド色素

もやし ゲル化剤 きゅうり 三温糖 乳酸カルシウム

こんぶ ＜洋梨ミニゼリー＞ 酸味料 キャベツ 本みりん ピロリン酸第二鉄 ＜ブルーベリーゼリー＞

穀物酢　三温糖 クエン酸第一鉄ナトリウム ホールコーン 濃口醬油 ビタミンＣ

薄口しょうゆ 香料 マグロフレーク水煮

ごま ビタミンC ◎焙煎ごまドレッシング ＜柿＞

着色料

＜バナナ＞ ＜りんご＞

10月　5日　（月） 10月　6日　（火） 10月　7日　（水） 10月　8日　（木） 10月　9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

＜わかめごはん＞ ＜ごはん＞ ＜米粉パン＞ ＜ごはん＞ ＜ごはん＞

精白米 塩蔵わかめ 精白米 あじ削り節 コッペパン 精白米 精白米

強化米 食塩 強化米 いりごま　のり　魚醬 上新粉 強化米 強化米

味付けわかめ 砂糖 （中）さかなふりかけ でん粉　食塩

酵母エキス ＜普通牛乳＞ かつお節粉末 ＜普通牛乳＞ ＜普通牛乳＞ ＜普通牛乳＞

＜普通牛乳＞ しょうゆ

＜中華スープ＞ 砂糖混合ぶどう糖果糖液糖 ＜短角牛シチュー＞ ＜さつま汁＞ ＜マーボー豆腐＞
＜ほうれんそうひっつみ＞ 白菜 発酵調味料 短角牛 とり肉 豚ひき肉

とり肉 しいたけ 乾燥わかめ 清酒（上撰） 清酒（上撰）   清酒(上撰)

清酒（上撰） 木綿豆腐 水あめ　　かつお節粉末 にんじん ごぼう おろしにんにく

だいこん なると 香辛料　　酵母エキス 玉葱 にんじん　 おろししょうが

ごぼう わかめ じゃがいも   ねぎ 干しいたけ

糸こんにゃく ねぎ にんにく さつまいも 木綿豆腐

油揚げ かつおだし　清酒（上撰） ◎デミグラスソース 鶏卵 しいたけ たけのこ

干し椎茸 薄口しょうゆ　こしょう ◎ビーフシチューの素 砂糖 木綿豆腐   玉葱 玉葱

ねぎ いわし 中華スープストック 鶏肉（岩手県産） トマトケチャップ 醸造酢   清酒(上撰) ニラ 豚肉

ほうれんそうひっつみ 三温糖 塩 食塩 　本だし ◎調味ベース　麻婆豆腐 馬鈴しょでん粉

かつおだし 味噌 ＜塩からあげ＞ かたくり粉 ＜プレーンオムレツ＞ 大豆油  米みそ(淡色辛みそ) 　新中華スープストック 大豆蛋白

濃口醬油　薄口しょうゆ 発酵調味料 塩からあげ プレーンオムレツ 加工でんぷん   煮干しだし 青大豆   三温糖 ねぎ油

本みりん 食塩 馬鈴薯 　米みそ（淡色辛みそ） 生姜

加工澱粉 ＜えびと野菜のチリソース＞ ＜レモン風味サラダ＞ ＜雑穀衣青大豆コロッケ＞ 砂糖・食塩   かたくり粉 無添加丸大豆醤油

＜いわしごまみそに＞ すりごま えび ほうれん草 雑穀衣青大豆コロッケ 醬油 さとうきび糖

いわしごまみそに 清酒（上撰） キャベツ 大豆油 バッター液 食塩

えのき茸 キャベツ ホールコーン 雑穀衣（ぽんせん） ＜佐助豚シュウマイ＞ ポークエキス

＜なめたけあえ＞ しょうゆ もやし 枝豆 ＜かりぽりあえ＞ ドライパン粉 佐助豚シュウマイ 酵母エキス

  こまつな/りょくとうもやし 糖類（ぶどう糖、 たけのこ 三温糖　穀物酢 つぼ漬け サラダ油 米こうじ

  キャベツ 砂糖、異性化液糖） ピーマン レモン果汁 もやし 小麦 ＜ナムル＞ 皮

  にんじん 調味料（アミノ酸等） コンソメ 濃口醬油 にんじん もやし (小麦粉、食塩)

  なめ茸 食塩 ◎チリソース　ケチャップ ごま キャベツ にんじん

うすくちしょうゆ 本みりん 三温糖　濃口醬油 異性化液糖 ごま だいこん

増粘多糖類 みかん濃縮果汁 濃口醬油 ほうれん草

酸味料 ＜柿＞ ＜みかんミニゼリー＞ ゲル化剤 ◎韓国ナムルドレッシング

＜グレープフルーツ＞ ぶどう糖

酸味料　香料 ＜りんご＞

ベニバナ黄色素 ＜梨＞

消泡剤

10月　12日　（月） 10月　13日　（火） 10月　14日　（水） 10月　15日　（木） 10月　16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

＜ごはん＞ ゴマ　でん粉 ＜ごはん＞ ＜コッペパン＞ ＜ごはん＞ ＜ごはん＞

精白米 砂糖　卵黄粉末 精白米 コッペパン 食用植物油脂　加工食品 精白米 精白米

強化米　 味付け卵そぼろ 強化米　 さんま 黒豆きなこジャム 砂糖　乳糖　ぶどう糖 強化米 強化米

しょうゆ　乾燥あん たまごふりかけ 玉葱 粉末水あめ　食塩 のりつくだに

＜普通牛乳＞ かつお削り節 ＜普通牛乳＞ パン粉 ＜普通牛乳＞ きなこ（黒大豆） ＜普通牛乳＞ ＜普通牛乳＞

あじ削り節 牛乳 乳　乳製品　乳化剤

＜わかめと豆腐のすまし汁＞ 食塩　のり ＜さんまのつみれ汁＞ 塩麹 ＜ソバ・デ・アホ＞ ＜大根の味噌汁＞ ＜ワンタン汁＞

  はくさい かつおエキス さんまつみれ 加工澱粉 ウインナー 豚肉 大根 とり肉

しいたけ 植物性油脂 清酒（上撰） 味噌 液卵 食塩 人参 清酒（上撰）

春雨 砂糖混合ぶどう糖 大根 生姜 にんじん 砂糖 油あげ だいこん

  カット若芽 香辛料 はくさい 胡椒 三色ピーマン 香辛料 豆腐 小松菜

木綿豆腐 あおさ　発酵調味料 豆腐 キャベツ ねぎ なると

　混合節だし 酵母エキス　かつお節粉末 ねぎ 玉葱 いりこだし ワンタン　　ねぎ

　液体昆布だし みそ　水あめ 煮干しだし パセリ 清酒（上撰） かつおだし

  清酒(上撰) 焼成カルシウム かつおだし ばれいしょ にんにく かつおだし 濃口醬油

うすくちしょうゆ クチナシ色素 濃口醬油 ごぼう 板麩 米みそ（淡色辛味噌） 本みりん　食塩

  本みりん 薄口しょうゆ にんじん オリーブ油 こしょう あじ

  食塩 食塩 玉ねぎ コンソメ　食塩 鶏卵 パン粉

大豆油 おから こしょう　清酒（上撰） かつお昆布だし ＜揚げ豆腐の肉味噌かけ＞ ＜アジフライ＞ 小麦粉

＜松風焼き＞ ひじき じゃがいも 焼き豆腐 アジフライ 食塩

豚・鶏ひき肉 ＜うのはなひじきコロッケ＞ 砂糖 ＜スパニッシュオムレツ＞ 玉ねぎ かたくり粉 大豆油 増粘多糖類

大豆水煮 うのはなひじきコロッケ しょうゆ スパニッシュオムレツ 砂糖 大豆油

ねぎ 大豆油 イヌリン でん粉 鶏ひき肉 ＜ほうれん草五目炒め＞

パン粉 発酵調味料 ＜ペンネトマトソース＞ トレハロース ネギ ぶた肉

卵　　ごま ＜わかめといかの酢の物＞ 植物油脂 豚ひき肉 醸造酢　醬油 調合油 清酒（上撰）

三温糖　濃口醬油 いか 食塩 清酒（上撰） みりん 清酒（上撰） しょうが

米みそ（淡色） わかめ ～衣～ 玉葱 食塩 三温糖　本みりん にんじん

ほうれんそう パン粉 しいたけ こしょう 米みそ（淡色）　　ごま もやし

＜野菜のごまあえ＞ キャベツ 小麦粉 ピーマン 植物油脂 ほうれん草 鶏卵

ほうれん草 三温糖 でん粉 ペンネマカロニ ＜ブロッコリーのツナポンあえ＞ スクランブルエッグ 植物油脂

にんじん 穀物酢 粉末状大豆たん白 トマトケチャップ ブロッコリー 調合油 還元水あめ

キャベツ アーモンド 濃口醬油 植物油脂 コンソメ 玉葱 クリームチーズ かつおだし でん粉

もやし カタクチイワシ 食塩 食塩 三温糖 キャベツ 乳加工品　砂糖 三温糖 醸造酢

◎ごまあえの素 チーズ ごま 中濃ソース わかめ 濃縮いちご果汁 濃口醬油 食塩

三温糖 砂糖　デンプン糖 マグロフレーク水煮 脱脂粉乳　酸化防止剤 こしょう 大豆粉

濃口醬油 ごま ＜柿＞ ＜グレープフルーツ＞ ◎ポン酢しょうゆ 濃縮レモン果汁 ごま 加工でん粉

ごま 食塩 加工でんぷん　寒天

乳化剤 ＜レアチーズいちご＞ 紅麴色素　乳化剤 ＜梨＞

＜とっとチーズ＞ ＰＨ調整剤

10月　19日　（月） 10月　20日　（火） 10月　21日　（水） 10月　22日　（木） 10月　23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

＜ごはん＞ ＜栗ごはん＞ ＜丸コッペパン＞ ＜麦ごはん＞ ＜ごはん＞

精白米 精白米/強化米 栗 コッペパン 精白米 精白米

強化米　 　もち米 砂糖 強化米　 強化米　

  清酒(上撰) 食塩 精麦

＜普通牛乳＞ 　液体昆布だし 乳酸カルシウム ＜普通牛乳＞ ＜普通牛乳＞

  食塩 ビタミンC 豚ばら肉 ＜普通牛乳＞

＜白菜の味噌汁＞ こいくちしょうゆ 亜硫酸塩 ＜ミネストローネ＞ 水あめ ＜ほうれん草と卵のスープ＞

大根   蒸し栗 ベーコン 食塩 ＜チキンカレー＞ ほうれん草

人参 　黒いりごま   清酒(上撰) たん白加水分解物 鶏肉モモ(皮なし) 玉葱

油あげ   玉葱 カゼインNa   清酒(上撰) ホールコーン

豆腐 ＜普通牛乳＞ キャベツ リン酸塩   玉葱 木綿豆腐

ねぎ セロリ 調味料（アミノ酸）   にんじん 液卵

いりこだし ＜沢煮椀＞ 大豆水煮 酸化防止剤 じゃがいも コンソメ

清酒（上撰） ぶた肉 トマト 発色剤 ◎ ﾊﾞｰﾓﾝﾄﾞﾌﾚｰｸ 薄口しょうゆ

かつおだし 清酒（上撰） ◎デミグラスソース 香辛料抽出物 ◎ギャバンカレーフレーク こしょう

米みそ（淡色辛味噌） たけのこ コンソメ　三温糖 コチニール色素   すりおろしりんご 清酒（上撰） たら

ごぼう　にんじん 濃口しょうゆ ◎チャツネ パン粉

＜さんまフライ＞ さんま たけのこ　糸こんにゃく おろしにんにく ＜鱈のりんごソースかけ＞ バッター液

さんまフライ パン粉 干し椎茸 いわし   トマトケチャップ 鱈フライ 打ち粉

大豆油 バッター液 かつおだし 還元水飴　でん粉 ＜えびカツ＞ 食用植物油脂   中濃ソース 鶏卵 大豆油

打ち粉 薄口しょうゆ　食塩 食塩　魚醬 えびカツ 醸造酢 塩 おろしりんご
＜切り干し大根とひじきの煮物＞ 本みりん でん粉　小麦粉 大豆油 水あめ　砂糖 ＜ゆでたまご＞ 砂糖 レモン果汁

ひじき 菜種・パーム油 ノンエッグタルタルソース ピクルス ゆでたまご ねぎ

にんじん ＜三陸産いわし蒲焼き＞ 醬油　砂糖 大豆粉　食塩 かつおだし

大豆水煮 魚肉 三陸産いわし蒲焼き 麦芽エキス ＜きのこサラダ＞ 粉末状植物性蛋白 ＜甘酢和え＞ 三温糖

油揚げ 植物油 酵母エキス ぶなしめじ 玉葱　香辛料 切り干し大根 穀物酢

さつま揚げ 植物たん白 ＜野菜の卵とじ＞ 魚介エキス キャベツ 酵母エキス　レモン果汁 きゅうり 薄口しょうゆ

糸こんにゃく でん粉 とり肉 加工でんぷん にんじん 赤ピーマン 茎わかめ かたくり粉

切り干し大根 砂糖 清酒（上撰） 玉葱 こんにゃく製粉 キャベツ グラニュー糖

清酒（上撰） 食塩 玉葱 サラダこんにゃく 増粘多糖類 穀物酢 たら ＜キャベツのサラダ＞ ポリデキストロース

かつおだし ぶどう糖 にんじん　 ◎すりおろし玉ねぎドレッシング 三温糖 昆布エキス キャベツ 粉あめ　果糖

三温糖 卵白 凍り豆腐 食塩 かつお節エキス にんじん 食用加工油脂　香料

本みりん 発酵調味液 つきこんにゃく 砂糖　果糖 ＜ゆめヨーグルト＞ ごま でん粉 もやし ぶどう糖果糖液糖

濃口醬油 魚介エキス ぶなしめじ ぶどう糖 みりん ホールコーン クランベリー果汁

加工でん粉 グリンピース ぶどう果汁 ＜福神漬け＞ 砂糖 かまぼこ 酸味料　いちご果汁

＜オレンジ＞ ｐH調整剤製剤 液卵　かつおだし ゲル化剤 酵母エキス ◎青しそドレッシング ブルーベリー果汁

調味料（アミノ酸） 三温糖　本みりん 酸味料 ＜りんご＞ 加工でんぷん（タピオカ） ゲル化剤

炭酸Ca 濃口醬油 香料 ＜ハロウィンデザート＞ 加工でんぷん

キシロース 着色料（カロチン 香料

＜マスカットひとくちぜりー＞ 　　　　クチナシ） ピロリン酸第二鉄

10月　26日　（月） 10月　27日　（火） 10月　28日　（水） 10月　29日　（木） 10月　30日　（金）
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