
○　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 2021/3/1 2021/3/2 2021/3/3 2021/3/4 2021/3/5 2021/3/8 2021/3/9 2021/3/10
曜 月 火 水 木 金 月 火 水

麦ご飯 麦ご飯 麦ご飯 普通パン★８２ 麦ご飯 赤飯 麦ご飯 米粉パン★８６
こめ　むぎ こめ　むぎ こめ　むぎ 野菜スープ こめ　むぎ もち米 こめ　むぎ スパゲッティナポリタン
じゃが芋のそぼろ煮 みそ汁 ちらし寿司の具 鶏肉 麻婆豆腐 うるち米 カレー スパゲッティ★１

鶏肉 絹厚揚げ かまぼこ★１９ キャベツ 豆腐★１１ 小豆 たまねぎ ベーコン★２４
生姜 豆乳 にんじん たまねぎ 豚肉 ビタミンB1 にんじん たまねぎ
じゃがいも でん粉（コーン） れんこん水煮 とうもろこし 大豆 沢煮椀 じゃがいも にんじん
にんじん 難消化性デキストリン れんこん コンソメ★４８ にんにく 豚肉 ゆでレンズ豆★１５ マッシュルーム★１７
たまねぎ デキストリン ビタミンC 塩 生姜 酒 グリンピース トマト水煮
こんにゃく ぶどう糖 クエン酸 白こしょう たまねぎ 生姜 生姜 トマト
むき枝豆★１８ 植物油脂 塩 てりやきハンバーグ にんじん にんじん にんにく 塩
しょうゆ★３４ リン酸カルシウム たけのこ ハンバーグ 根深ねぎ ごぼう 薄力粉 クエン酸
砂糖 豆腐用凝固剤 干ししいたけ 豚肉　 干ししいたけ 糸こんにゃく 菜種油 トマトケチャップ★４４
酒 酸化防止剤 しらす干し 鶏肉 赤みそ★４１ 葉ねぎ カレー粉 白ワイン
みりん★４３ ピロリン酸第二鉄 砂糖 たまねぎ 砂糖 しょうゆ★３４ カレールウ★３２ コンソメ★４８
サクサクきびなごフライ 大豆 塩 粒状植物性たん白 しょうゆ★３４ 塩 ウスターソース★３６ 塩
きびなご えのきたけ うすくちしょうゆ★３５ 豚脂 菜種油 鰹節（だし用） しょうゆ★３４ 白こしょう
ポテトフレーク さといも 純米酢 難消化性デキストリン でん粉（馬鈴薯） 昆布（だし用） 塩 パセリ
パン粉 葉ねぎ だし汁（鰹節・昆布） 果糖ぶどう糖液糖 一味とうがらし さんまのみぞれ煮★５ 白こしょう 野菜のアーモンド炒め
でん粉（さつまいも） 天拝みそ★４２ 菜の花のお吸い物 でん粉（とうもろこし） 豆板じゃん★４７ ほうれん草の香り和え ローストンカツ ほうれん草
小麦粉 いりこ（だし用） 豆腐★１１ 粉末状植物性たん白 塩 ほうれん草 豚肉 パプリカ（赤）
植物性たん白(大豆) 豚肉の生姜焼き 菜の花 ドロマイト ごま油 もやし 大豆たん白 グリーンアスパラガス
コーンスターチ 豚肉 花ふ ぶどう糖加工品 焼き餃子 もみのり★２８ 塩 とうもろこし
植物油脂 菜種油 小麦粉 ポークエキス スクールぎょうざ★６ しょうゆ★３４ でん粉（とうもろこし） アーモンド
塩 生姜 小麦たんぱく 発酵調味料 菜種油 みりん★４３ たん白加水分解物 菜種油
小麦・大豆 しょうゆ★３４ ベニコウジ色素 塩 海藻サラダ みかんタルト パン粉 白こしょう
※えび・さば・ごま・豚肉 酒 酸化防止剤 加工油脂 だいこん みかん・シラップづけ 香辛料 塩
菜種油 みりん★４３ 小麦 酵母エキス きゅうり うんしゅうみかん果汁 ぶどう糖 コンソメ★４８
小松菜のアーモンド和え 野菜炒め えのきたけ チキンブイヨン 海藻サラダ★２９ 水あめ 加工デンプン（キャッサバ） フルーツヨーグルト
小松菜 てんぷら★２０ うすくちしょうゆ★３５ 加工でん粉（タピオカ） 青じそドレッシング★５１ 砂糖 調味料（アミノ酸等） みかんレトルト★６７
もやし キャベツ 塩 クエン酸鉄ナトリウム ゲル化剤(増粘多糖類) 増粘多糖類 パインレトルト★６８
アーモンド もやし 酒 豚肉・鶏肉・大豆 酸味料 豚肉・大豆・小麦 黄桃レトルト★６９
しょうゆ★３４ にんじん 鰹節（だし用） 菜種油 香料 ※卵・乳・りんご プレーンヨーグルト★６６
みりん★４３ 塩 昆布（だし用） しょうゆ★３４ ビタミンC ※ゼラチン・牛肉・鶏肉
砂糖 白こしょう さわら天ぷら 砂糖 豆乳 菜種油

うすくちしょうゆ★３５ さわら みりん★４３ 米粉 コールスロー
菜種油 小麦粉 でん粉（馬鈴薯） 植物油 キャベツ

でん粉（とうもろこし） ポテトサラダ 調整豆乳粉末 とうもろこし
ベーキングパウダー じゃがいも 加工でん粉（キャッサバ） りんご酢★３８
塩 にんじん 膨張剤 サウザンアイランドドレッシング

なたね油 むき枝豆★１８ 凝固剤 食用植物油脂
小麦 ノンエッグマヨネーズ★５３ 乳化剤 醸造酢
※えび・いか・さば 塩 ショートニング 水あめ
※大豆・卵・ごま 白こしょう コーンフラワー 砂糖
菜種油 りんご酢★３８ でん粉（とうもろこし） トマトケチャップ

食用油脂 ピクルス
増粘剤 塩
ピロリン酸第二鉄 にんじんエキス
大豆 プルーン
※鶏肉・もも・りんご・バナナ 酵母エキスパウダー

乳化剤
増粘剤
香辛料抽出物

エネルギー
(kcal) 657 641 636 637 669 663 730 687

たんぱく質
(g) 25.1 26.8 21.4 25.5 25.0 24.0 20.3 26.4
脂質
(g) 18.3 20.8 20.5 26.9 19.6 22.3 25.4 20.5

日 2021/3/11 2021/3/12 2021/3/15 2021/3/16 2021/3/18 2021/3/19 2021/3/22 2021/3/23
曜 木 金 月 火 木 金 月 火

麦ご飯 麦ご飯 わかめ麦ご飯 麦ご飯 麦ご飯 麦ご飯 麦ご飯 麦ご飯
こめ　むぎ こめ　むぎ こめ　むぎ こめ　むぎ こめ　むぎ こめ　むぎ こめ　むぎ こめ　むぎ

さつま汁 八宝菜 わかめ ハヤシ ワンタンスープ みそ汁 つみれ汁 治部煮
鶏肉 豚肉 厚揚げの煮物 豚肉 ロースハム★２３ じゃがいも つみれ★２２ 鶏肉
さつまいも てんぷら★２０ 鶏肉 赤いんげん豆 もやし たまねぎ 小松菜 すだれ麩
はくさい 生姜 絹厚揚げ★１３ 赤ワイン にら 干ししいたけ 干ししいたけ 小麦グルテン
ごぼう いか じゃがいも たまねぎ ワンタン★３ わかめ えのきたけ 米粉
根深ねぎ たまねぎ にんじん ソテードオニオン★５４ 干ししいたけ 油揚げ★１２ たまねぎ 小麦でん粉
米みそ★３９ たけのこ たまねぎ マッシュルーム★１７ 鶏がらスープ★５０ 万能ねぎ 酒 小麦
麦みそ★４０ はくさい むき枝豆★１８ トマト 中華スープ★４９ 天拝みそ★４２ 天拝みそ★４２ たけのこ
いりこ（だし用） にんじん しょうゆ★３４ トマトケチャップ★４４ しょうゆ★３４ いりこ（だし用） いりこ（だし用） さといも

鯖のかば焼き 干ししいたけ 砂糖 薄力粉 塩 さばの塩焼き 鶏の照煮 干ししいたけ
さば切身粉付 しめじ みりん★４３ 菜種油 酢鶏 さば 鶏肉 こんにゃく
さば 中華スープ★４９ 酒 ハヤシルウ★３１ 鶏肉 塩 菜種油 ほうれん草
コーンスターチ しょうゆ★３４ 玉子焼き ウスターソース★３６ でん粉（馬鈴薯） さば 生姜 うすくちしょうゆ★３５
さば 塩 卵 しょうゆ★３４ 菜種油 菜種油 砂糖 みりん★４３
※さけ 白こしょう うすくちアミノ酸液 塩 にんじん ごぼうのごまだれ和え しょうゆ★３４ 酒
砂糖 でん粉（馬鈴薯） うすくち醤油 白こしょう たまねぎ ごぼう 酒 砂糖
しょうゆ★３４ 焼き春巻き★７ 砂糖 ローリエ たけのこ ほうれん草 みりん★４３ でん粉（馬鈴薯）
酒 菜種油 塩 ベーコンポテト パプリカ（赤） とうもろこし でん粉（馬鈴薯） 鰹節（だし用）
白ごま ブロッコリーの中華和え 砂糖混合異性化液糖 ベーコン★２４ パプリカ（黄） 白ごま にんじんの金平 昆布（だし用）
菜種油 パプリカ（赤） かつおエキス ナチュラルカットポテト 生姜 ごまドレッシング★５２ こんにゃく ぶりフライ
切干大根の煮つけ とうもろこし 濃縮煮干しだし じゃがいも にんにく レモン汁 にんじん ぶり

切干大根 ブロッコリー でん粉（とうもろこし） 植物油脂 酒 一食納豆★６４ 絹さや パン粉
油揚げ★１２ 純米酢★３７ 植物油脂 菜種油 純米酢★３７ 菜種油 小麦粉
にんじん うすくちしょうゆ★３５ 貝殻未焼成カルシウム パセリ 砂糖 砂糖 塩
絹さや ごま油 卵・小麦・大豆 塩 塩 しょうゆ★３４ 増粘多糖類
菜種油 塩 小松菜のおかか和え 白こしょう トマトケチャップ★４４ 酒 小麦
砂糖 白こしょう 小松菜 ブロッコリーサラダ しょうゆ★３４ 塩 ※卵・乳・えび・大豆
しょうゆ★３４ 白ごま もやし ブロッコリー カットりんご 白ごま 菜種油

うすくちしょうゆ★３５ とうもろこし りんご 一味とうがらし あいまぜ
みりん★４３ オリーブ油 塩 ヨーグルト★８０ だいこん
鰹節 りんご酢★３８ ビタミンＣ りんごゼリー★７５ ごぼう

塩 ｐＨ調整剤 にんじん
白こしょう りんご ちくわ★２１
砂糖 一食お魚ふりかけ★６３ 油揚げ★１２

さくらゼリー 白ごま
さくらんぼ果汁 だし汁（鰹節・昆布）
砂糖 酒
砂糖・ぶどう糖果糖液糖 しょうゆ★３４
水あめ みりん★４３
ぶどう糖 うすくちしょうゆ★３５
ゲル化剤
香料
ビタミンC
酸味料
クチナシ色素
紅麹色素
クエン酸鉄ナトリウム
レモン果汁

エネルギー
(kcal) 680 614 658 686 627 659 652 699

たんぱく質
(g) 26.4 23.7 26.9 20.1 20.3 30.0 27.6 26.3
脂質
(g) 22.3 17.5 19.2 23.0 17.5 21.3 17.8 25.8

平均 エネルギー：662kcal たんぱく質：24.7g 脂質：21.1g 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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