
 3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＞ 鶏卵 ＜ちらし寿司＞ 詳細は ＜コッペパン＞ ＜ごはん＞ ＜ごはん＞

精白米 食用植物油脂 精白米 調味料の箇所へ コッペパン 小麦粉 精白米 精白米 野菜

強化米　 砂糖 強化米 掲載しております いちごジャム 食塩 強化米 強化米 たまねぎ、キャベツ

醸造酢 ◎ちらし寿司の素 砂糖 もやし、にんじん

＜普通牛乳＞ 食塩 錦糸卵 砂糖 ＜普通牛乳＞ ショートニング ＜普通牛乳＞ ＜普通牛乳＞ たけのこ

加工デンプン 水飴　いちご 脱脂粉乳 植物油脂

＜白菜のみそ汁＞ グリシン ＜普通牛乳＞ ゲル化剤 クエン酸 ＜ベーコンと野菜のスープ＞ イースト ＜けんちん汁＞ ＜中華スープ＞ でん粉

はくさい リン酸塩 ベーコン とり肉 白菜 小麦粉

もやし 増粘剤 ＜すまし汁＞ 鶏肉 清酒（上撰） 豚ばら肉 　にんじん ほししいたけ ショートニング

えのきだけ にんじん 植物たんぱく にんじん 水あめ 大根 木綿豆腐 粒状植物性たん白

凍り豆腐 たけのこ 玉葱 白菜 食塩 干し椎茸 なると しょうゆ

  ねぎ ばれいしょ　ごぼう 木綿豆腐 パン粉 チンゲンサイ たん白加水分解物 つきこんにゃく わかめ はるさめ

  煮干しだし にんじん　玉葱 えのきだけ 牛脂 じゃがいも カゼインNa 木綿豆腐 ねぎ 食塩

  清酒(上撰) ひじき　おから わかめ 砂糖　食塩 薄口しょうゆ リン酸塩 里芋 かつおだし 砂糖

　本だし しょうゆ 食塩 しょうゆ コンソメ 調味料（アミノ酸） ねぎ スープストック 鶏肉

米みそ(淡色辛みそ) イヌリン かつおだし 食塩 チキンスープ 酸化防止剤 濃い口しょうゆ 薄口しょうゆ 酵母エキス

発酵調味料 昆布だし ワイン　香辛料 こしょう 発色剤 かつおだし 清酒（上撰） こしょう

＜ひじきいりうの花コロッケ＞ 植物油脂   清酒(上撰) パン粉 香辛料抽出物   食塩 こしょう 皮

ひじき入りうの花コロッケ 食塩　　砂糖 薄口しょうゆ 小麦粉　植物油 コチニール色素 小麦粉

大豆油 ～衣～ 本みりん 調味料 ＜メンチカツ＞ さけ ＜春巻き＞ 糖類（水あめ、ぶどう糖）

パン粉　小麦粉　でん粉 リン酸塩 大豆油 ＜鮭フライ＞ パン粉 春巻き 大豆油

粉末状大豆たん白 乳化剤 鮭フライ バッター液 大豆油 食塩

植物油脂　食塩 ＜ハンバーグ＞ 膨張剤　増粘剤 ＜マカロニサラダ＞ 大豆油 打粉 乳化剤

＜カラフルそぼろ炒め＞ チキンとポークのハンバーグ きゅうり ＜ナムル> ベーキングパウダー

にんじん 中華スープ 鶏肉 キャベツ ＜すきこんぶのにもの＞ もやし 加工でん粉

豚ひき肉 鶏卵 三温糖 植物性たん白 にんじん すきこんぶ にんじん

鶏ひき肉 植物油脂　還元水あめ 薄口しょうゆ たまねぎ マグロフレーク水煮 糸こんにゃく 大根

ほうれん草 でん粉　醸造酢 かたくり粉 豚脂 マカロニ だいず 小松菜

にんじん 加工でん粉 豚肉 穀物酢 にんじん ◎韓国ナムルドレッシング

スクランブルエッグ 食塩　大豆粉 ＜花野菜サラダ＞ 乾燥マッシュポテト こしょう 油揚げ

濃口醬油 ブロッコリー ワイン ◎マヨネーズ 三温糖・本みりん

かつおだし 異性化糖液 にんじん 植物油脂 濃口醬油 ＜アーモンド小魚＞ 片口いわし

本みりん 還元水飴 キャベツ ～調味料～ 清酒（上撰） アーモンド小魚 三温糖

三温糖 砂糖 カリフラワー トマトケチャップ ＜オレンジ＞ かつおだし フラクトオリゴ糖

かつおだし 白桃濃縮果汁 ◎コールスロードレッシング 食塩　　砂糖 オレンジ でんぷん糖

果糖 香辛料 ごま

増粘多糖類 炭酸Ca ＜りんご＞

＜りんご＞ 酸味料 ＜ひなミニゼリー＞ 着色料  りんご

りんご 香料　 ひなミニゼリー 焼成Ca　ピロリン酸第二鉄

消泡剤

３月　１日　（月） ３月　４日　（月）３月　２日　（月） ３月　３日　（月） ３月　５日　（月）
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 3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＞ ＜減量コッペパン＞ 豚ばら肉 ＜ごはん＞ ＜麦ごはん＞

精白米 精白米 コッペパン 水あめ 精白米 精白米

強化米 強化米 食塩 強化米 強化米
魚肉（すけとうだら） たん白加水分解物 精麦

馬鈴薯澱粉 ＜普通牛乳＞ カゼインNa ＜普通牛乳＞

＜普通牛乳＞ ＜普通牛乳＞ 発酵調味液 リン酸塩 ＜普通牛乳＞

卵白 ＜コーンポタージュ＞ 調味料（アミノ酸） ＜めかぶのみそ汁＞

＜ほうれんそうと卵のスープ＞ ＜なめこの味噌汁＞ ハチミツ ベーコン 酸化防止剤 めかぶ ＜ポークカレー＞

ほうれん草 なめこ 砂糖 清酒（上撰） 発色剤 もやし ぶた肉

玉葱 だいこん 植物性たん白 玉葱 香辛料抽出物 キャベツ 清酒（上撰）

ホールコーン わかめ なたね油 ホールコーン コチニール色素 凍り豆腐 玉葱

木綿豆腐 食用植物油脂 木綿豆腐 食塩 クリームコーン ねぎ にんじん

たまご 醸造酢 ねぎ たん白加水分解物 ポタージュの素 スイートコーン 煮干しだし じゃがいも

コンソメ 水あめ　砂糖 煮干しだし ブドウ糖 牛乳 デキストリン かつおだし ◎バーモントカレーフレーク

薄口醬油 ピクルス 清酒（上撰） DHA 生クリーム 小麦粉 清酒（上撰） ◎ギャバンカレーフレーク

こしょう 大豆粉　食塩 かつおだし 調味料（アミノ酸等） こしょう 脱脂粉乳 米みそ（淡色） すりおろしりんご

清酒（上撰） 粉末状植物性蛋白 米みそ（淡色） 保存料 砂糖 中濃ソース

玉葱　香辛料 甘味料 でん粉 ＜揚げ豆腐の肉味噌かけ＞ にんにく・チャツネ
酵母エキス　レモン果汁 ＜ちくわの磯辺揚げ＞ ＜ペンネトマトソースに＞ 食塩 焼き豆腐 トマトケチャップ

赤ピーマン ちくわ 豚ひき肉 食用油脂 かたくり粉

＜えびカツ＞ こんにゃく製粉 薄力粉 小麦粉 清酒（上撰） チーズ 大豆油

えびカツ 増粘多糖類 あおのり 玉葱 酵母エキス 鶏ひき肉 ＜ゆでたまご＞

大豆油 大豆油 生しいたけ 香辛料 ねぎ ゆでたまご

豚ばら肉 ペンネ 調味料（アミノ酸等） 調合油

＜ジャーマンポテト＞ 水あめ トマトケチャップ 増粘剤 清酒（上撰） ＜わかめとツナの和え物＞

ベーコン 食塩 ＜野菜のごま和え＞ コンソメ 香料 三温糖 わかめ

じゃがいも たん白加水分解物 ブロッコリー 三温糖 本みりん マグロフレーク水煮

玉葱 カゼインNa もやし 中濃ソース 米みそ（淡色） 玉葱

ホールコーン リン酸塩 キャベツ すりごま キャベツ

グリンピース 調味料（アミノ酸） ホールコーン ＜ごぼうサラダ＞ ブロッコリー

調合油 酸化防止剤 ◎ごま和えの素 ごぼう ＜野菜ののアーモンドあえ＞ ポン酢しょうゆ

コンソメ 発色剤 玉葱 こまつな

清酒（上撰） 香辛料抽出物 キャベツ キャベツ

コチニール色素 ＜バナナ＞ にんじん 異性化液糖 もやし

バナナ 大豆 アセロラ濃縮還元果汁 にんじん ＜りんご＞

＜いよかん＞ ◎焙煎ごまドレッシング 還元水あめ アーモンド りんご

いよかん ゲル化剤 三温糖

＜アセロラミニゼリー 酸味料　香料　着色料 濃い口しょうゆ

アセロラミニゼリー クエン酸第一鉄ナトリウム

＜いよかん＞

３月　８日（月） ３月　９日（月） ３月　１０日（月） ３月　１１日（月） ３月　１２日（月）
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 3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＞

＜実だくさん汁＞

＜豚汁＞   にんじん

豚肉  干しいたけ

清酒（上撰） じゃがいも

だいこん   ごぼう

ごぼう じゃがいも   つきこん

つきこんにゃく キャベツ  凍り豆腐

にんじん ほうれんそう   ねぎ 液全卵

木綿豆腐 にんじん 　混合節だし たまねぎ

ねぎ 砂糖   清酒(上撰) にんじん

かつおだし 乾燥マッシュポテト 　本だし ほうれんそう

米みそ(淡色辛みそ) 大豆油　食塩 米みそ(淡色辛みそ) しいたけ

炭酸カルシウム 鶏肉　植物油脂

香辛料 ＜千草焼き＞ 大豆油　菜種油

＜野菜コロッケ＞ ピロリン酸第二鉄 千草焼き ナチュラルチーズ

野菜コロッケ パン粉 砂糖　しょうゆ

大豆油 米粉 かつお節エキス

小麦粉 ＜わかめの酢の物＞ 食塩　発酵調味料

わかめ 酵母エキス

＜キャベツサラダ＞ たら もやし 加工でんぷん　PH調整剤

キャベツ 昆布エキス キャベツ クエン酸鉄Na

にんじん かつお節エキス きゅうり

もやし でん粉 三温糖

ホールコーン みりん 穀物酢

かまぼこ 砂糖 濃口醬油

◎青しそドレッシング 酵母エキス 食塩　ごま
加工でんぷん（タピオカ）

＜みみっこもち＞

＜いよかん＞ 米みそ（淡色）

いよかん クルミ

黒糖

小麦粉

３月　１５日　（月） ３月　１６日　（火）
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