
○　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、いりこ、あさり、わかめなどの海産物は、「えび」「かに」「いか」が生息している海域で採集しています
日 2021/12/1 2021/12/2 2021/12/3 2021/12/6 2021/12/7 2021/12/8 2021/12/9 2021/12/10 2021/12/13 2021/12/14
曜 水 木 金 月 火 水 木 金 月 火

普通パン★７９ 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 中華風炊き込みごはん

スパゲッティソース炒め こめ　むぎ こめ　むぎ こめ　むぎ こめ　むぎ 白いんげん豆のシチュー こめ　むぎ こめ　むぎ こめ　むぎ アルファ化米（うるち米）

スパゲッティ★１ じゃがもちのすまし汁 冬野菜カレー だご汁 白菜と肉団子の 白いんげん豆 がんもと野菜のうま煮 豚すき焼き みそ汁 クリスタルライス
豚肉 じゃがもち 豚肉 豚肉 スープ 鶏肉 鶏肉 豚肉 さつまいも もち米
生姜 じゃがいも じゃがいも だんご 肉団子 たまねぎ 生姜 にんじん はくさい ※えび・かに
しょうゆ★３２ 加工でん粉（キャッサバ） カリフラワー 小麦粉 鶏肉 にんじん がんもどき はくさい ミニ絹厚揚げ★１１ ※小麦・卵・乳
キャベツ でん粉（馬鈴薯） だいこん 塩 たまねぎ じゃがいも 豆腐 糸こんにゃく えのきたけ ※ごま・大豆・鶏肉
もやし 塩 にんじん 小麦 でん粉（馬鈴薯） グリンピース 豆腐用凝固剤 豆腐 葉ねぎ 豚肉
たまねぎ グルコマンナン たまねぎ ミニ絹厚揚げ★１１ 豚肉 塩 粉状大豆たん白 豆乳 天拝みそ★４０ 菜種油
にんじん ほうれん草 ゆでレンズ豆★１２ ごぼう 還元水あめ 白こしょう なたね油 難消化性デキストリン いりこ（だし用） 生姜
菜種油 しめじ 薄力粉 白菜 植物性たん白 無調整豆乳 にんじん でん粉（とうもろこし） メンチカツ 酒
オイスターソース★４５ 葉ねぎ 菜種油 さといも チキンオイル ホワイトルウ★３１ でん粉（とうもろこし） 豆腐用凝固剤 たまねぎ にんじん
中濃ソース 酒 カレー粉 根深ねぎ 大豆油 コンソメ★４７ 大豆 リン酸カルシウム にんじん たけのこ
砂糖 塩 ウスターソース★３４ 米みそ★３７ 塩 トマトオムレツ ※ごま 酸化防止剤 枝豆 むき枝豆★１５
砂糖液糖 しょうゆ★３２ しょうゆ★３２ 麦みそ★３８ 香辛料 鶏卵 ごぼう ピロリン酸第二鉄 とうもろこし 干ししいたけ
高酸度ビネガー 鰹節（だし用） にんにく いりこ（だし用） ドロマイト 植物油脂 じゃがいも 大豆 キャベツ しょうゆ★３２
塩 昆布（だし用） カレールウ★３０ さんまの ピロリン酸鉄 塩 にんじん 根深ねぎ 鶏肉　　豚肉 塩
トマトピューレー さばのかば焼き 塩 かぼすレモン煮 焼成カルシウム トマトケチャップ 玉ねぎ 砂糖 パン粉 昆布(だし用)
キャロットエキス さば切身粉付 福神漬★２８ さんま 鶏肉・豚肉・大豆 たまねぎ 干ししいたけ しょうゆ★３２ でん粉（馬鈴薯） 鰹節（だし用）
セロリーエキス さば フルーツヨーグルト 砂糖 ※えび・かに・小麦・卵・乳トマトピューレ むき枝豆★１５ 酒 粒状植物性たん白 焼きぎょうざ
オニオンエキス コーンスターチ みかんレトルト★６５ しょうゆ はくさい 鶏肉 しょうゆ★３２ えのきたけ しょうゆ　　砂糖 スクールぎょうざ★５
香辛料 さば パインレトルト★６６ かぼす果汁 にんじん でん粉発酵調味料（さつまいも） 砂糖 じゃがじゃこ 塩　しょうが 菜種油
加工でん粉（とうもろこし） ※さけ・いか 黄桃レトルト★６７ レモン　　水あめ 干ししいたけ 食用卵殻粉 みりん★４１ じゃがいも 黒こしょう 野菜のアーモンド炒め
香辛料抽出物 砂糖 プレーンヨーグルト★６４ 本みりん 玉ねぎ トレハロース 酒 しらす干し 米粉加工品 もやし
ウスターソース★３４ しょうゆ★３２ でん粉（甘藷） 葉ねぎ 加工でん粉（未公開） きびなごカリカリフライ★４ 塩 大豆油 キャベツ
塩 酒 レモン果汁 鶏がらスープ★４９ 卵・大豆・鶏肉 菜種油 白ごま 炭酸カルシウム とうもろこし
青のり 白ごま 塩 中華スープ★４８ 菜種油 切干大根のゆかり和え ごま油 ピロリン酸第二鉄 アーモンド
いかねぎ焼き 菜種油 小麦・大豆 しょうゆ★３２ ブロッコリーと 切干大根 みかん 加工でん粉（とうもろこし） 菜種油

スケソウダラ 春菊の香り和え ※オレンジ 酒 キャベツのサラダ もやし 小麦・大豆 塩
イトヨリ　いか　豚脂 春菊 ほうれん草の 塩 キャベツ とうもろこし 鶏肉・豚肉 白こしょう
ねぎ　やまいも もやし ごま和え 白こしょう ブロッコリー ゆかり★２４ 菜種油 中華スープ★４８
でん粉（馬鈴薯） もみのり★２５ ほうれん草 レバーとさつま芋と ノンエッグマヨネーズ★５３ うすくちしょうゆ★３３ 五目きんぴら ヨーグルト★７７
砂糖　雑酒　塩 しょうゆ★３２ もやし ナッツの揚げ煮 塩 にんじん （代）ぶどうゼリー★７５
調味料（アミノ酸） みりん★４１ にんじん 鶏肝タツタ★７ 白こしょう ごぼう
いか・豚肉・やまいも しょうゆ★３２ さつまいも しらす干し
菜種油 みりん★４１ 菜種油 干ししいたけ
ブロッコリーと 白ごま 鶏肉 大豆
コーンのサラダ パプリカ（赤） 菜種油

ブロッコリー アーモンド 砂糖
とうもろこし しょうゆ★３２ しょうゆ★３２
レモン汁 砂糖 みりん★４１
りんご酢★３６ みりん★４１ 塩
塩 酒 白ごま
白こしょう れんこんサラダ 一味とうがらし
砂糖 れんこん水煮
菜種油 れんこん
一食角チーズ ビタミンC

ナチュラルチーズ クエン酸
乳清カルシウム 塩
乳化剤 むき枝豆★１５
クエン酸鉄ナトリウム ごまドレッシング★５１
乳
一食いりこ★５８

エネルギー
(kcal) 818 782 820 813 822 790 846 766 837 759

たんぱく質
(g) 35.6 28.5 24.0 29.0 27.4 30.9 28.9 27.6 26.9 29.5
脂質
(g) 31.3 22.3 21.5 26.5 23.9 31.2 26.0 18.2 23.9 26.1

日 2021/12/15 2021/12/16 2021/12/17 2021/12/20 2021/12/21 2021/12/23 2021/12/24
曜 水 木 金 月 火 木 金

ライ麦パン★８６ しそ麦ご飯 麦ご飯 麦ご飯 麦ご飯 ミルクパン チーズケーキ チョコケーキ 麦ご飯 麦ご飯
ヘルネケイット こめ　むぎ　しそ こめ　むぎ こめ　むぎ こめ　むぎ 小麦粉 植物油脂　 豆乳 こめ　むぎ こめ　むぎ

ベーコン★２１ うどん 豆腐と大豆の 高野豆腐の煮物 さつま汁 脱脂粉乳 ナチュラルチーズ　 砂糖 ワンタンスープ おでん
玉ねぎ うどん麺★２ キーマカレー 高野豆腐 鶏肉 マーガリン 脱脂粉乳 加工油脂 豚肉 鶏肉
菜種油 鶏肉 豆腐★８ 大豆 さつまいも 砂糖 ホエイパウダー　 米粉 にんじん さといも
ゆでレンズ豆★１２ かまぼこ★１６ 大豆 炭酸カリウム にんじん イースト 乳たんぱく　　 水あめ もやし てんぷら★１７
ソテードオニオン★５４ 干ししいたけ トマト水煮★４３ 豆腐用凝固剤 だいこん イーストフード 砂糖　牛乳 ココアパウダー にら こんにゃく
グリンピース 葉ねぎ トマト 大豆 白菜 塩 鶏卵　 植物油 ワンタン★３ 絹厚揚げ★１０
とうもろこし しょうゆ★３２ ピーマン 豚肉 ミニ絹厚揚げ★１１ 全脂粉乳 小麦粉 調製豆乳粉末 鶏がらスープ★４９ だいこん
無調整豆乳 うすくちしょうゆ★３３ 小松菜 たけのこ 根深ねぎ 乳・大豆・小麦 クリームチーズ　 清涼飲料水 しょうゆ★３２ 砂糖
豆乳バター 塩 干ししいたけ にんじん 米みそ★３７ ※卵 ナパージュゼリー　 粉砂糖 塩 しょうゆ★３２
大豆油 みりん★４１ えのきたけ 干ししいたけ 麦みそ★３８ かぼちゃポタージュ マーガリン 発酵調味料 白身魚のチリソース みりん★４１
パーム油　ひまわり油 酒 にんじん むき枝豆★１５ いりこ（だし用） ベーコン★２１ レモンジュース　ペクチン トレハロース ホキ角切(粉付) 鰹節（だし用）
シア脂　豆乳クリーム いりこ（だし用） 生姜 じゃがいも いわしの梅煮 たまねぎ 加工でん粉（キャッサバ）　 加工でん粉（キャッサバ） ホキ 昆布（だし用）
豆乳　大豆粉　塩 ごぼうかき揚げ 菜種油 しょうゆ★３２ いわし かぼちゃ ソルビット　乳化剤 増粘剤 でん粉（馬鈴薯） 焼きししゃも
大豆 玉ねぎ カレー粉 みりん★４１ 砂糖 パセリ 香料　膨脹剤　 カラメル色素 ※えび・いか ししゃも
コンソメ★４７ 小麦粉 カレールウ★３０ 酒 しそ抽出液 塩 調味料（無機塩） 乳化剤 ※さけ・さば ※えび・いか・大豆
塩 ごぼう ウスターソース★３４ 砂糖 しょうゆ 無調整豆乳 着色料　酸味料 炭酸カルシウム 菜種油 ※小麦・卵・さば
白こしょう パーム油 塩 千草焼（玉子焼き） 本みりん ホワイトルウ★３１ 乳・卵 膨張剤 根深ねぎ ※ごま
鶏がらスープ★４９ にんじん 白こしょう 鶏卵 梅肉 コンソメ★４７ 小麦・大豆 増粘多糖類 生姜 菜種油

リハプッラ しゅんぎく 豚肉と水菜の炒め物 うすくちアミノ酸液 でん粉(じゃがいも) 塩から揚げ ※くるみ・アーモンド 香料 にんにく 白菜の昆布和え
肉団子 米粉 豚肉 うすくち醤油 塩 鶏肉 ※もも・オレンジ 凝固剤 砂糖 はくさい
鶏肉 でん粉（とうもろこし） 菜種油 砂糖 小麦・大豆 塩 ※ゼラチン・りんご ピロリン酸第二鉄 しょうゆ★３２ みずな
たまねぎ 塩 水菜 砂糖混合異性化液糖 ひじきと大豆の 白こしょう いちごケーキ メタリン酸ナトリウム 酒 昆布の佃煮★２７
でん粉（馬鈴薯） こんぶエキス 玉ねぎ かつおエキス 炒め煮 コリアンダー 乳製品 大豆 トマトケチャップ★４２ みりん★４１
豚肉 えんどう豆たん白パウダー パプリカ（黄） 濃縮煮干しだし 芽ひじき でん粉（馬鈴薯） 鶏卵　 ※鶏肉・もも チリソース しょうゆ★３２
還元水あめ ぶどう糖 ドライトマト 塩 さやいんげん 菜種油 小麦粉　 ※りんご・バナナ 水あめ　トマトケチャップ 一食アーモンド
植物性たん白 かつお節エキス にんにく 小松菜 てんぷら★１７ 赤いんげん豆のサラダ いちご フルーツゼリー 砂糖　食用植物油脂 アーモンド
チキンオイル 炭酸カルシウム 一味唐辛子 食物繊維 ごぼう 赤いんげん豆 水あめ みかん しょうゆ　豆板醤 アーモンド
大豆油 ベーキングパウダー 塩 でん粉（とうもろこし） 砂糖 パプリカ（黄） 砂糖　ぶどう糖果糖液糖 黄桃 玉ねぎ　にんにく ※落花生・くるみ
塩 小麦 白こしょう 人参 しょうゆ★３２ キャベツ 粉末油脂 パイン 発酵調味料 ※大豆・カシューナッツ
香辛料 ※えび カミカミ海藻サラダ たけのこ みりん★４１ りんご酢★３６ 粉砂糖 白桃 チキンエキス （代）一食
ドロマイト 菜種油 豆苗 しいたけ 菜種油 菜種油 いちご濃縮果汁 砂糖・果糖ぶどう糖液糖 醸造酢　しょうが 黒糖ビーンズ★５６
ピロリン酸鉄 白菜のごまじゃこ和え 海藻サラダ★２６ 豆腐 大豆 砂糖 乳化剤　炭酸カルシウム リンゴ果汁 たんぱく加水分解物
焼成カルシウム はくさい 切り干し大根 植物油脂 白こしょう 加工でん粉（とうもろこし） 寒天 トマトエキス　老酒
鶏肉・豚肉・大豆 みずな 青じそドレッシング★５０ 卵・大豆・小麦 塩 増粘多糖類 洋酒 魚醤　かきエキス
※えび・かに・小麦・卵・乳しらす干し しょうゆ★３２ もやしの 膨脹剤　カゼインナトリウム ゲル化剤 チキンパウダー
菜種油 白ごま オリーブ油 ごまみそ和え 酸味料　ビタミンC 酸味料 塩　加工でん粉（とうもろこし）

酒 うすくちしょうゆ★３３ 白ごま パプリカ（赤） ピロリン酸第二鉄　 香料 着色料（紅麹・クチナシ）

純米酢★３５ みりん★４１ もやし ホエイソルト　ｐH調整剤 ビタミンC 酸味料
トマトケチャップ★４２ 白ごま 紅麹色素　香料 乳酸カルシウム 小麦・大豆・りんご・鶏肉

砂糖　塩 みそだれ★５２ 卵・乳・小麦・大豆 もも・りんご 純米酢★３５
しょうゆ★３２ ノンエッグマヨネーズ★５３ ※牛肉・鶏肉 ※乳・オレンジ チンゲン菜の
でん粉（馬鈴薯） みりん★４１ ※豚肉 ※バナナ・キウイ ごま炒め
マッシュポテト レモン汁 ※りんご・ごま ※アーモンド・大豆 パプリカ（赤）

じゃがいも 一食お魚ふりかけ★５９ ※アーモンド チンゲン菜
パセリ ※ゼラチン とうもろこし
塩 白ごま
白こしょう ごま油
ブルーベリージャム 白こしょう
ブルーベリー　砂糖 塩
水あめ　ゲル化剤 中華スープ★４８
酸味料　pH調整剤 一食ミルメークコーヒー★５５

エネルギー
(kcal) 759 832 815 789 824 720 767

たんぱく質
(g) 29.5 30.0 23.3 29.4 33.3 26.9 30.8
脂質
(g) 26.1 30.5 26.6 24.8 24.9 16.3 22.2

平均 エネルギー：804kcal たんぱく質：29.2g 脂質：25.2g 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
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