
○　揚げ物に使用する油には、アレルギー物質が含まれている場合があります

○　牛乳は毎日あります ○　しらす干し、あさり、わかめなどの海産物は、「えび」「かに」が生息している海域で採集しています
日 2021/8/26 2021/8/27 2021/8/30 2021/8/31 2021/9/1 2021/9/2 2021/9/3 2021/9/6 2021/9/7 2021/9/8 2021/9/9 2021/9/10
曜 木 金 月 火 水 木 金 月 火 水 木 金

麦ご飯 麦ご飯 麦ご飯 麦ご飯 普通パン★７９ 麦ご飯 麦ご飯 麦ご飯 麦ご飯 ソフトフランス★８７ 麦ご飯 麦ご飯

こめ　むぎ こめ　むぎ こめ　むぎ こめ　むぎ ビーフスパゲッティ こめ　むぎ こめ　むぎ こめ　むぎ こめ　むぎ ブイヤベース こめ　むぎ こめ　むぎ

豚肉の甘みそ丼の具 けんちん汁 とうもろこしのスープ 野菜たっぷりみそ汁 スパゲッティ★１ 厚揚げと野菜のうま煮 カレー 野菜スープ つみれ汁 いか じゃがいもと厚揚げの みそ汁

豚肉 にんじん ベーコン★２１ かぼちゃ 菜種油 鶏肉 鶏肉 ベーコン★２１ つみれ★１９ あさり オイスターソース煮 豆腐★８

菜種油 しめじ たまねぎ キャベツ 牛肉 生姜 白ワイン キャベツ ほうれん草 白ワイン 豚肉 キャベツ

たまねぎ こんにゃく とうもろこし たまねぎ たまねぎ 絹厚揚げ 生姜 エリンギ 干ししいたけ ホキ 菜種油 えのきたけ

パプリカ（赤） ごぼう ほうれん草 えのきたけ にんじん 豆乳 にんにく ほうれん草 えのきたけ 玉ねぎ 酒 葉ねぎ

パプリカ（黄） 豆腐★８ 鶏がらスープ★４９ 油揚げ★９ ウスターソース★３４ デキストリン たまねぎ 玉ねぎ たまねぎ トマト水煮★４３ にんにく 天拝みそ★４０

干ししいたけ 葉ねぎ 塩 葉ねぎ トマトケチャップ★４２ でん粉（コーン） にんじん コンソメ★４７ 葉ねぎ にんじん 生姜 いりこ（だし用）

天拝みそ★４０ いりこ（だし用） 白こしょう 天拝みそ★４０ 砂糖 ぶどう糖 じゃがいも 塩 酒 セロリ 絹厚揚げ★１０ きびなごカリカリフライ★４

酒 塩 でん粉（馬鈴薯） いりこ（だし用） カレー粉 植物油脂 グリンピース 白こしょう 塩 ターメリック じゃがいも 菜種油

砂糖 しょうゆ★３２ 中華スープ★４８ まぐろの 塩 豆腐用凝固剤 ゆでレンズ豆★１２ ハンバーグ うすくちしょうゆ★３３ コーンスターチ にんじん ほうれん草のごま和え

でん粉（馬鈴薯） さばのゴマソースかけ 鶏の和風レモンソース煮 アーモンドがらめ 白こしょう 酸化防止剤 薄力粉 ガーリックソース 鰹節（だし用） コンソメ★４７ むき枝豆★１５ ほうれん草

しょうゆ★３２ さば切身粉付 鶏肉 まぐろ角切(粉付） パセリ ピロリン酸第二鉄 菜種油 ハンバーグ 昆布（だし用） 塩 オイスターソース★４５ もやし

じゃがもちのすまし汁 さば 菜種油 まぐろ ほうれん草オムレツ 大豆 カレー粉 豚肉　 さばみそホイル 白こしょう 砂糖 にんじん

じゃがもち コーンスターチ しょうゆ★３２ でん粉（ばれいしょ） 鶏卵 ごぼう カレールウ★３０ 鶏肉 さば クロケット うすくちしょうゆ★３３ 白ごま

じゃがいも さば 砂糖 菜種油 植物油脂 じゃがいも ウスターソース★３４ たまねぎ 砂糖 豆乳コロッケ みりん★４１ しょうゆ★３２

加工でん粉（キャッサバ） ※さけ・いか でん粉（馬鈴薯） 砂糖 塩 こんにゃく しょうゆ★３２ 粒状植物性たん白 みそ 豆乳　えのき　たまねぎ 焼き餃子 みりん★４１

でん粉（馬鈴薯） 菜種油 レモン汁 酒 ほうれんそう たまねぎ 塩 豚脂 みりん しめじ　ホワイトルウ スクールぎょうざ★５ 砂糖

塩 白ごま 白ワイン しょうゆ★３２ でん粉発酵調味料（さつまいも） 干ししいたけ 白こしょう 難消化性デキストリン 米粉 でん粉（馬鈴薯） 菜種油

グルコマンナン ウスターソース★３４ ツナと野菜のソテー みりん★４１ 食用卵殻粉 むき枝豆★１５ 　いかリングフライ 果糖ぶどう糖液糖 さば・大豆 砂糖　塩　なたね油 中華サラダ

ほうれん草 砂糖 グリーンアスパラガス アーモンド トレハロース 砂糖 いか でん粉（とうもろこし） ひじきと大豆の炒め煮 ブラックペッパー もやし

しめじ 春雨の酢の物 キャベツ きゅうりのかぼす和え 加工でん粉（未公開） しょうゆ★３２ パン粉 粉末状植物性たん白 芽ひじき パン粉　小麦粉 とうもろこし

葉ねぎ 緑豆春雨 ツナ★１３ きゅうり 卵・大豆 みりん★４１ 小麦粉 ドロマイト にんじん でん粉（とうもろこし） きゅうり

酒 キャベツ 塩 わかめ 菜種油 酒 ファットスプレッド ぶどう糖加工品 豚肉 植物性たん白 純米酢★３５

塩 きゅうり 白こしょう 酒 アスパラガスサラダ 菜種油 粉末状植物性たん白 ポークエキス ごぼう 植物性油脂　香料 砂糖

しょうゆ★３２ パプリカ（赤） 菜種油 みりん★４１ きゅうり 焼きししゃも 塩 発酵調味料 砂糖 小麦・大豆 うすくちしょうゆ★３３

鰹節（だし用） 純米酢★３５ 冷凍パイン 純米酢★３５ グリーンアスパラガス ししゃも 全卵 塩 しょうゆ★３２ ※卵・乳・えび・かに ごま油

昆布（だし用） 砂糖 パイナップルシロップ漬け かぼす果汁 とうもろこし ※えび・いか・大豆 亜鉛含有酵母 加工油脂 みりん★４１ ※牛肉・鶏肉・豚肉 塩

切干大根のゆかり和え 塩 酸味料 うすくちしょうゆ★３３ りんご酢★３６ ※小麦・卵・さば たん白加水分解物 酵母エキス 菜種油 ※さば・ゼラチン・ごま 白こしょう

切干大根 うすくちしょうゆ★３３ ※オレンジ・りんご・キウイ 塩 サウザンアイランド ※ごま 香辛料 チキンブイヨン 大豆 菜種油

もやし ※もも・バナナ ドレッシング 菜種油 調味料（アミノ酸等） 加工でん粉（タピオカ） ロマネスコサラダ

とうもろこし ※大豆・ゼラチン 食用植物油脂 なすの香味だれ ピロリン酸鉄 クエン酸鉄ナトリウム ロマネスコカリフラワー

ゆかり★２４ 醸造酢 なす 小麦・卵・いか 豚肉・鶏肉・大豆 きゅうり

うすくちしょうゆ★３３ 水あめ にんじん 大豆・ゼラチン 菜種油 とうもろこし

砂糖 純米酢★３５ ※えび・かに・乳 にんにく オリーブ油

トマトケチャップ ごま油 菜種油 えのきたけ 純米酢★３５

ピクルス しょうゆ★３２ 海藻サラダ 葉ねぎ レモン汁

塩 砂糖 きゅうり しょうゆ★３２ 塩　黒こしょう　砂糖

にんじんエキス 白ごま もやし みりん★４１ クレープ

プルーン 海藻サラダ★２６ 砂糖 豆乳　砂糖　加工油脂

酵母エキスパウダー 青じそドレッシング★５０ でん粉（馬鈴薯） 米粉　水あめ　植物油

乳化剤 ポテトサラダ 調整豆乳粉末　ぶどう糖果糖液糖

増粘剤 じゃがいも レモン果汁　麦芽糖

香辛料抽出物 にんじん 加工でん粉（キャッサバ）

むき枝豆★１５ 増粘剤　乳化剤

ノンエッグマヨネーズ★５３ 増粘多糖類　香料　酸味料

塩 凝固剤　メタリン酸ナトリウム

白こしょう カラメル色素　ベーキングパウダー

りんご酢★３６ ピロリン酸第二鉄　カロチノイド色素

大豆

※鶏肉・もも

※りんご・バナナ
エネルギー

(kcal) 610 640 666 641 657 639 699 650 685 648 680 598
たんぱく質

(g) 22.5 23.5 26.8 26.2 23.9 24.2 23.0 22.0 29.2 25.9 24.2 20.3
脂質
(g) 15.5 21.1 19.5 18.2 23.3 19.2 21.6 21.0 23.0 26.5 21.3 18.0

日 2021/9/13 2021/9/14 2021/9/15 2021/9/16 2021/9/17 2021/9/21 2021/9/22 2021/9/24 2021/9/27 2021/9/28 2021/9/29 2021/9/30
曜 月 火 水 木 金 火 水 金 月 火 水 木

わかめ麦ご飯 麦ご飯 普通パン★７９ 麦ご飯 麦ご飯 麦ご飯 米粉パン★８３ 麦ご飯 麦ご飯 麦ご飯 ライ麦パン★８６ 麦ご飯

こめ　むぎ　わかめ こめ　むぎ ポテトスープ こめ　むぎ こめ　むぎ こめ　むぎ レンズ豆の こめ　むぎ こめ　むぎ こめ　むぎ ミネストローネ こめ　むぎ

カレーうどん 冬瓜スープ ベーコン★２１ みそ汁 高野豆腐の煮物 みそ汁 カレー風味スープ チキンライスの具 豚汁 ワンタンスープ ベーコン★２１ 肉じゃが

うどん麺★２ ロースハム★２０ たまねぎ さつまいも 高野豆腐 ミニ絹厚揚げ★１１ チキンウインナースライス★２３ 鶏肉 豚肉 ロースハム★２０ ラビオリ 豚肉

鶏肉 とうがん じゃがいも たまねぎ 大豆 えのきたけ ゆでレンズ豆★１２ オリーブ油 じゃがいも もやし 小麦粉　鶏肉　豚肉 生姜

油揚げ★９ にんじん にんじん えのきたけ 炭酸カリウム 小松菜 セロリ 玉ねぎ にんじん にんじん 玉ねぎ　パン粉　 じゃがいも

たまねぎ 干ししいたけ 白いんげん豆 油揚げ★９ 豆腐用凝固剤 切干大根 にんじん トマト えのきたけ にら 粒状植物性たん白 にんじん

にんじん たまねぎ コンソメ★４７ 葉ねぎ 大豆 天拝みそ★４０ ズッキーニ トマトケチャップ★４２ ごぼう ワンタン★３ 豚脂　酵母エキス たまねぎ

じゃがいも 葉ねぎ 塩 米みそ★３７ 鶏肉 いりこ（だし用） じゃがいも 塩 豆腐★８ えのきたけ ポークエキス　塩　砂糖 こんにゃく

根深ねぎ 鶏がらスープ★４９ 白こしょう 麦みそ★３８ たけのこ いわしの梅煮 パセリ 白こしょう こんにゃく 鶏がらスープ★４９ 香辛料 むき枝豆★１５

カレールウ★３０ うすくちしょうゆ★３３ パセリ いりこ（だし用） にんじん いわし 菜種油 グリンピース 葉ねぎ 中華スープ★４８ 調味料（アミノ酸等） しょうゆ★３２

カレー粉 塩 鶏とレバーの 千草焼（玉子焼き） 干ししいたけ 砂糖 カレー粉 パプリカ（粉末） 米みそ★３７ しょうゆ★３２ 加工デンプン（とうもろこし） 砂糖

塩 青椒肉絲 ケチャップ煮 鶏卵 むき枝豆★１５ しそ抽出液 しょうゆ★３２ 豆乳チャウダー 麦みそ★３８ 塩 小麦・鶏肉 酒

しょうゆ★３２ 豚肉 鶏肉 しょうゆ じゃがいも しょうゆ ウスターソース★３４ ベーコン★２１ いりこ（だし用） コーン焼売 豚肉・大豆 みりん★４１

いりこ（だし用） 酒 でん粉（馬鈴薯） 糖類 しょうゆ★３２ みりん カレールウ★３０ ブロッコリー さんまの塩焼き とうもろこし　たまねぎ たまねぎ 玉子焼き

儀助煮 生姜 鶏肝タツタ★７ 調味エキス（かつお・かつおぶし） みりん★４１ 梅肉 コンソメ★４７ にんじん さんま切り身 でん粉（馬鈴薯）　植物性たん白 にんじん 卵

大豆 にんにく 菜種油 濃縮煮干しだし（いわし） 酒 でん粉(じゃがいも) 鶏がらスープ★４９ じゃがいも さんま パン粉　スケソウダラ だいこん うすくちアミノ酸液

でん粉（馬鈴薯） たけのこ 生姜 塩 砂糖 塩 塩 とうもろこし ※卵・乳・小麦 豚脂　豆腐　砂糖 白いんげん豆 うすくち醤油

いりこ ピーマン 砂糖 小松菜 マヨいりこ 小麦・大豆 白こしょう 白ワイン ※えび・かに・いか 塩　みりん　焼酎 赤いんげん豆 砂糖

菜種油 パプリカ（赤） ウスターソース★３４ えのき いりこ 里芋の煮物 肉団子のオーロラソース パセリ ※オレンジ・さけ・さば 酵母エキスパウダー うずら豆 塩

砂糖 パプリカ（黄） トマトケチャップ★４２ にんじん ノンエッグマヨネーズ★５３ 鶏肉 肉団子 無調整豆乳 ※大豆・鶏肉・豚肉 小麦粉 ひよこ豆 砂糖混合異性化液糖

しょうゆ★３２ しょうゆ★３２ ブロッコリーと でん粉（コーンスターチ） 砂糖 里芋 鶏肉 塩 ※りんご・ゼラチン・ごま 水あめ混合異性化液糖 トマト水煮★４３ かつおエキス

白ごま 砂糖 コーンのサラダ ねぎ 白ごま さやいんげん たまねぎ 白こしょう 塩 加工でん粉（タピオカ） トマト 濃縮煮干しだし

小松菜のおかか和え オイスターソース★４５ ブロッコリー 砂糖 昆布和え しょうゆ★３２ でん粉（馬鈴薯） コンソメ★４７ 菜種油 炭酸カルシウム トマトケチャップ★４２ でん粉（とうもろこし）

小松菜 しそひじき とうもろこし 植物油脂 キャベツ 砂糖 豚肉 ホワイトルウ★３１ 野菜のアーモンド和え ピロリン酸鉄 パセリ 植物油脂

もやし しょうゆ　 オリーブ油 卵・大豆・小麦 きゅうり 酒 還元水あめ 豆乳バター キャベツ 乳化剤 コンソメ★４７ 食物繊維

しょうゆ★３２ 砂糖　ひじき りんご酢★３６ 野菜のアーモンド炒め 昆布の佃煮★２７ みりん★４１ 植物性たん白 大豆油 小松菜 豆腐用凝固剤 塩 卵・小麦・大豆

みりん★４１ 酵母エキス　 レモン汁 もやし みりん★４１ だし汁（いりこ） チキンオイル パーム油　ひまわり油 もやし 豚肉・小麦・大豆 白こしょう わかめの酢の物

鰹節 寒天　しそ香料 塩 ピーマン しょうゆ★３２ 月見団子 大豆油 シア脂　豆乳クリーム アーモンド ※卵・乳 ナツメグ もやし

クエン酸鉄ナトリウム 白こしょう キャベツ 小豆 塩 豆乳　大豆粉　塩 純米酢★３５ ※えび・かに・ごま オレガノ　 しらす干し

大豆・小麦 砂糖 とうもろこし 砂糖 香辛料 大豆 しょうゆ★３２ 麻婆なす 鶏の唐揚げ わかめ

ムース アーモンド 寒天 ドロマイト 鮭フライ みりん★４１ なす 鶏肉 純米酢★３５

加糖練乳　牛乳　 菜種油 上新粉 ピロリン酸鉄 さけ でん粉（馬鈴薯） にんにく うすくちしょうゆ★３３

水あめ 白こしょう もち米 焼成カルシウム パン粉 菜種油 生姜 砂糖

植物油脂　 塩 でん粉（馬鈴薯） 鶏肉・豚肉・大豆 小麦粉 酒 しょうゆ★３２ 塩

クリーム　 中華スープ★４８ 酵素 ※えび・かに 塩 豚肉 酒 白ごま

脱脂粉乳 ※小麦・大豆 ※小麦・卵・乳 乳化剤 にんにく 塩

塩　 菜種油 香辛料 生姜 薄力粉

増粘多糖類　 トマトケチャップ★４２ さけ・小麦 たまねぎ でん粉（馬鈴薯）

香料 ノンエッグマヨネーズ★５３ 菜種油 干ししいたけ 菜種油

乳化剤 ウスターソース★３４ 赤みそ★３９ パプリカサラダ

乳 赤ワイン 砂糖 キャベツ

りんごゼリー★７３ 砂糖 しょうゆ★３２ パプリカ（赤）

でん粉（馬鈴薯） 一味とうがらし パプリカ（黄）

コールスロー 豆板じゃん★４６ オリーブ油

キャベツ 塩 純米酢★３５

とうもろこし ヨーグルト★７７ 砂糖

レモン汁 ぶどうゼリー★７５ 塩

　　　　　　 純米酢★３５ 白こしょう

塩

白こしょう

砂糖

オリーブ油
エネルギー

(kcal) 619 622 615 586 611 608 655 696 636 647 677 632
たんぱく質

(g) 24.9 22.6 26.3 19.1 24.6 24.1 26.4 28.2 26.9 21.2 26.7 24.6
脂質
(g) 16.0 18.4 25.0 17.5 17.2 15.8 27.4 23.3 20.8 17.1 30.6 16.3

平均 エネルギー：642kcalたんぱく質：24.5g 脂質：20.6g 表示凡例 献立名 加工品名 加工品のアレルゲン ※コンタミネーション

献
　
立
　
及
　
び
　
材
　
料

献
　
立
　
及
　
び
　
材
　
料


