
久慈市学校給食センターNo.1
★はデザート・添加物欄をご覧ください。

3月

[わかめごはん] わかめ [食パン] [ごはん] [麦ごはん] うずら卵 [ごはん]
精白米 食塩 冷凍食パン 小麦粉 精白米 玉ねぎ 精白米 （衣） 精白米 豚肉
強化米 砂糖 [牛乳] ショートニング 強化米 豆腐 強化米 パン粉（乳なし） 強化米 鶏肉

混ぜ込みわかめ 調味料（アミノ酸等） [牛乳] 砂糖 [牛乳] 鶏肉 米粒麦 でんぷん たまねぎ
イースト おから 小麦粉 [牛乳] 粒状植物性たんぱく

[牛乳] [スパゲティーナポリタン] 食塩 [花型豆腐ハンバーグ] 植物油 [牛乳] 植物油脂 豚脂
（ハム） ｶｯﾄ･ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ（給食用） 乳等 薄味花型豆腐ハンバーグ 粒状植物性たんぱく 乾燥卵白 [デミソースハンバーグ] 難消化性デキストリン

[ハムカツ] 豚肉、鶏肉 オリーブ油 砂糖 にんじん [うずら卵串フライ] 食塩 安心逸品ハンバーグ 果糖ぶどう糖液糖

ハムカツ　ハーフ でん粉 玉葱 しょうゆ 粉末状植物性たんぱく うずら卵串ﾌﾗｲ（３個） もち粉 冷えのき茸 でんぷん
揚げ油（大豆） 食塩 無塩せきベーコン 豚肩肉 みりん 砂糖 揚げ油（大豆） 大豆たん白 ぶなしめじ 粉末状植物性たんぱく

粉末状植物性たん白 ピーマン 食塩 かたくり粉 食塩 コーングリッツ 冷ソテーオニオン ドロマイト
[かぼちゃサラダ] 酵母エキス トマトケチャップ 砂糖 水 水溶性食物繊維 [わかめのサラダ] 寒天 玉葱 ぶどう糖加工品
冷かぼちゃ（ダイス） 乾燥卵白 トマトピューレ 香辛料 小麦不使用醤油 塩蔵わかめ 加工でんぷん 有塩バター ポークエキス

玉葱 乳たん白 中濃ソース [五目ちらしの具] 酵母エキス 切干大根 増粘剤（加工でんぷん） デミグラスソース 発酵調味料
（冷）ブロッコリー 卵たん白 砂糖 鶏肉 にんにくペースト にんじん 増粘剤（増粘多糖類） 中濃ソース 食塩
マカロニ（シェル） 粉末油脂 食塩 レンコン水煮（イチョウ） 液状混合調味料 キャベツ 膨張剤 トマトケチャップ 加工油脂
ノンエッグマヨネーズ 卵殻粉 こしょう アカシアガム にんじん しょうがペースト だいこん トレハロース コンソメ 酵母エキス

食塩 たん白加水分解物 しょうゆ グァーガム酵素分解物 かんぴょう(乾) 香辛料 和風ごまドレッシング 乳化剤 砂糖 チキンブイヨン
こしょう デキストリン パラパラご飯の素 食品異材（寒天等） （冷）絹さや 水 砂糖 水 水 加工でんぷん

（衣） 干しいたけ 加工でん粉 しょうゆ クエン酸鉄ナトリウム

[けんちん汁] パン粉（乳なし） [すき昆布のサラダ] 油揚げ 炭酸Ca プチドリップ 小麦粉 [野菜のアーモンド和え] 水
木綿豆腐 粉末状大豆たん白 すき昆布 大豆油 凝固剤 豚肉 ほうれんそう
大豆油 加工デンプン きゅうり 砂糖 安定剤（グァーガム） [チキンカレー] キャベツ にんじん
にんじん カゼインナトリウム キャベツ 酒 ピロリン酸第二鉄 鶏肉 豚脂 キャベツ 生乳
ごぼう 調味料（アミノ酸等） にんじん みりん にんじん 食物繊維（イヌリン） もやし 食塩
だいこん リン酸塩（Na） 青しそドレッシング しょうゆ 玉葱 たまねぎ 冷ホールコーン

（冷）ダイスカットポテト ソルビトール 砂糖 [すまし汁] 冷ソテーオニオン ごま油 砂糖
わらび水煮カット 酢酸Na しょうゆ チンゲン菜 （冷）ダイスカットポテト 清酒 しょうゆ
つきこんにゃく 増粘多糖類 ﾌﾟﾁﾄﾞﾘｯﾌﾟ にんじん 冷グリンピース でんぷん ｱｰﾓﾝﾄﾞ・ﾛｰｽﾄ(粉末）

長ねぎ グリシン [大根ポトフ] 冷ボイルあさり 大豆油 食塩 ｱｰﾓﾝﾄﾞ・ﾛｰｽﾄ(ｽﾗｲｽ）

かつおだし 酸化防止剤（V．C) だいこん 酒 （冷）おろしにんにく しょうが
しょうゆ 発色剤（亜硝酸Na） （冷）ダイスカットポテト 緑豆はるさめ コンソメ チキンエキス調味料 [ワンタンスープ]

酒 コチニール色素 にんじん たけのこ（短冊） カレールウ オイスターソース 肉入りワンタン
みりん 水 玉葱 生しいたけ 米粉カレールウ 香辛料 にんじん
ごま油 （冷）ブロッコリー うずらの卵水煮缶 NSカレーフレーク 砂糖 たけのこ（千）
食塩 無塩せきウインナー 豚肉（豚脂肪含） 紅白はんぺん 魚肉すり身（さめ） トマトケチャップ 大豆粉 チンゲン菜 魚肉すり身（イトヨリ）

わらび コンソメ 食塩 中華だし 魚肉すり身（たら） 中濃ソース 加工でんぷん 干しいたけ 卵白
[ミルメークコーヒー★] 酸化防止剤（ビタミンC） 食塩 砂糖 しょうゆ 馬鈴薯でん粉 調味料（アミノ酸等） なると 食塩
ミルメーク(コーヒー） ｐH調整剤（クエン酸） しょうゆ 香辛料（白こしょう、カルワイ） 食塩 砂糖 [いよかん] クエン酸鉄ナトリウム 中華だし 砂糖

水 こしょう パン酵母(鉄高含有） こしょう みりん 愛媛いよかんL 水 しょうゆ ショートニング
[りんごタルト★] 生しいたけ 酒 食塩 食塩 みりん風調味料
お米deりんごタルト [マーシャルビーンズ★] [ひなまつりももゼリー（小）★] やまいも 酒 加工でん粉

マーシャルビーンズ ひなまつりももゼリー 増粘多糖類 調味料(アミノ酸）

[みかんタルト★] [すだちゼリー（中）★] 着色料（カルミン酸） [スイートポテト★] 着色料
お米deみかんタルト すだちゼリー 水 お米deｽｲｰﾄﾎﾟﾃﾄ 水

アレルギー用詳細献立表（小・中共通）
3月1日(月) 3月2日(火) 3月3日(水) 3月4日(木) 3月5日(金)



久慈市学校給食センターNo.2
★はデザート・添加物欄をご覧ください。

3月 アレルギー用詳細献立表（小・中共通）

[ごはん] [黒糖コッペパン] 小麦粉 [いろどりごはん] 野沢菜 [ごはん] [ごはん]
精白米 鶏もも肉 砂糖 精白米 青じそ 精白米 精白米 （チョップドハム）

強化米 粉末大豆蛋白 [牛乳] 黒砂糖 強化米 赤かぶ 強化米 カラフトシシャモ 強化米 鶏肉
馬鈴薯澱粉 ショートニング 五色の花結び しば漬（きゅうり、なす） 食塩 卵白

[牛乳] 食塩 [ビッグ肉団子（1個）］ 脱脂粉乳 赤かぶら漬け [ジョア（マスカット）★] （衣） [牛乳] 豚肉
水 ビッグ肉団子 イースト [牛乳] 乾燥調味にんじん ジョア（マスカット） パン粉（乳なし） 食塩

[鶏肉のレモンソース焼き] 食塩 食塩 小麦粉 [ハムカツ] 粉末状植物性たんぱく

スチームチキン [大根サラダ] [カミカミタコメンチ] 砂糖 [ししゃも南蛮漬け] 増粘剤製剤 厚切りハムカツ 砂糖
レモンペッパー焼きオイル だいこん カミカミタコメンチ ぶどう糖 子持ちシシャモフライ 水 揚げ油（大豆） 香辛料
オリーブ油 にんじん 鶏肉 揚げ油（大豆） 乳糖 揚げ油（大豆） 酵母エキス

切干大根 豚肉 梅酢 砂糖 [春雨サラダ] 水
[れんこんサラダ] きゅうり たまねぎ [ほうれん草のごま和え] 調味料(アミノ酸等） 穀物酢 キャベツ 加工デンプン
レンコン水煮（イチョウ） 冷枝豆 パン粉 ほうれんそう 酸味料 しょうゆ にんじん トレハロース
キャベツ 青しそドレッシング でん粉 キャベツ 赤キャベツ色素 長ねぎ きゅうり くん液
にんじん しょうゆ 粉末状植物性たんぱく にんじん 酸化防止剤（ﾋﾞﾀﾐﾝE) ごま油 もやし リン酸塩（Na、K）

冷ホールコーン 砂糖 粒状植物性たんぱく もやし デキストリン とうがらし(粉) 緑豆はるさめ 調味料（アミノ酸等）

焙煎胡麻ドレッシング プチドリップ 豚脂 砂糖 水 砂糖 酸化防止剤（V．C)

しょうゆ 食塩 しょうゆ すけそうたらすり身 穀物酢 発色剤（亜硝酸Na）

プチドリップ [クリームシチュー] たんぱく自己消化物 白すりごま きゃべつ [菜の花のおかか和え] しょうゆ コチニール色素
鶏肉 植物油脂（ごま） 白いりごま たこ 冷菜の花 ごま油 （衣）

[白玉スープ] じゃがいも 香辛料 馬鈴薯でん粉 キャベツ 白いりごま パン粉（乳なし）

冷白玉もち 豚肩肉 にんじん 調味料（アミノ酸等） [なめこの味噌汁] 砂糖 もやし 食塩 ショートニング
無塩せきベーコン 食塩 玉葱 カラメル色素 なめこ(水煮缶詰) 食塩 冷ホールコーン 大豆粉
にんじん 砂糖 生しいたけ ピロリン酸鉄第二鉄 油揚げ 発酵調味料 味付きおかか [マーボー大根スープ] 食塩
生しいたけ 香辛料 冷ホールコーン 〈ソース〉 だいこん 生姜 豚肉 植物油
はくさい 冷グリーンピース 砂糖 にんじん アオサ粉 [沢煮椀] かつお削り節 だいこん 水
玉葱 有塩バター 醤油 木綿豆腐 （衣） 豚肉 醤油 チンゲン菜 加工デンプン

コンソメ 牛乳 発酵調味料 長ねぎ パン粉 にんじん 食塩 にんじん 乳化剤
しょうゆ ベシャメルソース 醸造酢 煮干しだしパック 小麦粉 ごぼう 砂糖 長ねぎ 増粘多糖類
食塩 チキンブイヨン しょうが汁 白みそ 大豆たんぱく だいこん ショートニング 大豆油

こしょう コンソメ トマトケチャップ 赤みそ とうもろこしでんぷん 生しいたけ アミノ酸 中華だし
チキンブイヨン 食塩 たんぱく自己消化物 菜種油脂 なめこ水煮缶 くん液 しょうゆ

こしょう 酵母エキス [オレンジ] 食塩 （冷）絹さや ビタミンE 砂糖
[ブルーベリーヨーグルト★] 増粘剤（加工でんぷん） オレンジ　 水 だしくらべパック トウバンジャン
おいしく果実ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰﾖｰｸﾞﾙﾄ [グレープフルーツ] 調味料（アミノ酸等） しょうゆ テンメンジャン

グレープフルーツ カラメル色素 酒 （冷）おろししょうが

甘味料（ステビア） 食塩 （冷）おろしにんにく

パーム油 こしょう かたくり粉

[デコポン] [ガトーショコラ★]

デコポン お米deｶﾞﾄｰｼｮｺﾗ
生乳
食塩

3月8日(月) 3月9日(火) 3月10日(水) 3月11日(木) 3月12日(金)



久慈市学校給食センターNo.3
★はデザート・添加物欄をご覧ください。

3月 アレルギー用詳細献立表（小・中共通）

[ごはん] 豚肉 [ごはん]
精白米 キャベツ 精白米
強化米 たまねぎ 強化米

豚脂 [牛乳]
[牛乳] ケチャップ

砂糖 [いわしかば焼き] まいわし
[キャベツメンチカツ] 玄米醗酵調味料 いわしでん粉付き でんぷん(馬鈴薯）

国産キャベツメンチ みりん 揚げ油（大豆） コーンスターチ
揚げ油（大豆） 食塩 しょうゆ

水 みりん
[ブロッコリーのごま和え] （パン粉） 砂糖
（冷）ブロッコリー 小麦粉 酒
冷ホールコーン 砂糖 かたくり粉
キャベツ ショートニング 水
にんじん 大豆 [じゃがいものそぼろ煮]

しょうゆ イースト じゃがいも
ごま和えの素 食塩 鶏ひき肉

砂糖 （バッター） にんじん
小麦粉 玉葱

[白菜と肉団子のスープ] でんぷん 冷グリンピース
はくさい 植物性たんぱく 大豆油
にんじん 植物性油脂 砂糖
冷肉団子 食塩 しょうゆ
生しいたけ （冷）おろししょうが

緑豆はるさめ 鶏肉 食塩
たけのこ（千切） たまねぎ かつおだし
じゃがいも 豚脂 かたくり粉
長ねぎ パン粉（乳なし）

コンソメ 大豆油 [手作りひっつみ]

しょうゆ 粒状大豆たん白 すいとん粉
食塩 でんぷん 水

こしょう 砂糖 鶏肉
醤油 にんじん

[オレンジ] 食塩 ごぼう
オレンジ 粉末状大豆たんぱく 生しいたけ

みりん 油揚げ
[たまごふりかけ★] 香辛料 長ねぎ
トッピングたまご 水 かつおだし

しょうゆ
酒

みりん
食塩

[グレープフルーツ]

グレープフルーツ

3月15日(月) 3月16日(火) 3月17日(水) 3月18日(木) 3月19日(金)

豚肉


