
　　おもに血・骨・肉になる
（たんぱく質・無機質）

　　おもに体の調子を整える
（ビタミン・無機質）

　　おもに力や熱になる
（炭水化物・脂質） 調味料

黒米ごはん 米　黒米

なかみ汁 豚中身　豚肉 しいたけ　こんにゃく　ねぎ　生姜 小麦粉 シママース　醤油　料理酒　豚だし骨　粉かつお

クーブイリチャー 昆布　ツナ 切干大根　人参　からし菜 こめ油 シママース　醤油　みりん　かつおだし汁

魚天ぷら ホキ　たまご　青のり粉 揚げ油 シママース

みかん みかん

コッペパン コッぺパン【小麦・乳・大豆】

ミネストローネ 鶏肉　 人参　玉葱　セロリ　キャベツ　パセリ乾　ニンニク　トマト パスタ【小麦】こめ油 ケチャップ　シママース　こしょう　みりん　豚だし骨

ボイルウインナー ウインナー【小麦　牛肉　豚肉】

マカロニサラダ ツナ トマト　ほうれん草　人参　 エッグケアー【大豆　りんご】三温糖　アーモンド シママース　こしょう　酢　コールスロードレ【たまご　大豆】

リンゴ りんご

青菜炊き込みご飯 ちりめん　油揚げ【大豆】 人参　たけのこ　からし菜 米　麦　こめ油　ゴマ シママース　醤油　粉かつお

かみかみ揚げ もずく　さきイカ　たまご 玉葱　にら 小麦粉　揚げ油 シママース

白和え 豆腐　ツナ ほうれん草　人参　もやし 三温糖　ごま 醤油　

節分まめ　 大豆

麦ごはん 米　麦　

チキンカレー 鶏肉　レッドキドニー 人参　玉葱　グリンピース　ニンニク　しょうが こめ油　くり カレールー　カレー粉　ウスター　豚だし骨

千草焼 千草焼【たまご　小麦　乳　大豆　鶏肉】

海藻サラダ 海藻　ツナ 胡瓜　大根 焙煎ごまドレ【小麦・大豆・ごま】

プルーン プルーン

沖縄風焼きそば 豚肉　ちきあぎ【小麦・大豆】 玉葱　人参　しめじ　キャベツ　木くらげ　もやし　にら 沖縄そば【小麦粉・大豆】こめ油　 シママース　こしょう　醤油　ウスター　ケチャップ

かぼちゃナントゥ きなこ【大豆】 かぼちゃ　シークヮサー果汁 グラニュー糖　タピオカ粉 シママース　

バンバンジーサラダ 鶏ささみ　わかめ 胡瓜　大根　人参 ごま 棒棒鶏ドレ【ごま　小麦　大豆　鶏　豚】

アーモンド アーモンド

麦ごはん 米　麦

マーボー大根 豆腐　豚ひき肉　大豆 大根　人参　玉葱　にら　ニンニク　生姜 三温糖  こめ油　ごま油　かたくり粉 豚だし骨　醤油　みそ　豆板醤【２８品目なし】

きびなごのゆかり粉揚げ きびなご　 かたくり粉　小麦粉　揚げ油 シママース　ゆかり粉【しそ　塩】

春雨の中華サラダ とりささみ　 人参　もやし　ほうれん草 春雨　三温糖　ごま油　ごま シママース　醤油　和風ドレ【小麦　大豆　りんご】

あみぱん あみパン【小麦・乳・大豆】

ポークビーンズ 豚肉　大豆　ひよこ豆　レッドキドニー 人参　玉葱　トマト　ニンニク じゃが芋　三温糖　こめ油 シママース　こしょう　赤ワイン　豚だし骨　

魚のバジル焼き ホキ　 ニンニク オリーブ油
シママース　こしょう　バジル粉　白ワイン
イタリアンドレ【たまご　小麦　大豆　豚　リンゴ】

ブロッコリーサラダ ブロッコリー　カリフラワー　コーン　 アーモンド　三温糖 フレンチドレ【28品目なし】　酢　

みかん みかん

たきこみチャーハン 錦糸たまご　無添加ベーコン【豚　鶏　大豆】豚肉 人参　玉葱　たけのこ　ねぎ　にんにく　生姜 米　麦　こめ油　ごま油　ごま シママース　こしょう　醤油　豚だし骨

肉だんご 肉だんご【鶏　豚　大豆　小麦　ごま　りんご】

大根の梅肉和え ちりめん　糸削り 大根　胡瓜　 三温糖 酢　梅びしお【リンゴ】

もも缶 もも缶

麦ごはん 米　麦

じゃが芋の味噌汁 えのき　大根　ねぎ じゃが芋　 みそ　粉かつお

もずく丼の具 もずく　豚ひき肉　大豆 玉葱　人参　ピーマン　コーン　生姜 こめ油　三温糖 醤油　　みりん　料理酒　豆板醤【２８品目なし】かつおだし汁

ネーブル ネーブル

スパゲティボンゴレ あさり　えび　イカ 玉葱　ピーマン　人参　マッシュルーム　トマト　ニンニク スパゲティー【小麦】こめ油　オリーブ油　 シママース　こしょう　醤油

温野菜サラダ 鶏ささみ　 トマト　ブロッコリー　コーン　 エッグケアー【大豆　りんご】三温糖 シママース　焙煎ごまドレ【小麦・大豆・ごま】

ココアケーキ たまご　牛乳
小麦粉　ミックス粉【小麦　乳　大豆】グラ
ニュー糖　　マーガリン　くるみ

ココア　チョコ　

麦ごはん 米　麦

じゃが芋のそぼろ煮 鶏ひき肉　 玉葱　ねぎ　生姜　 じゃが芋　こめ油　三温糖　かたくり粉 醤油　みりん　かつお節

さばの塩焼き さば 料理酒　シママース　こしょう

大根のうっちん漬け 大根 三温糖 シママース　うっちん粉　酢

バーガーパン バーガーパン【小麦・乳・大豆】

クラムチャウダー あさり　白花豆　スキムミルク【乳】チーズ【乳】 人参　玉葱　グリンピース じゃが芋　小麦粉　マーガリン　こめ油 シママース　こしょう　ローレル粉　豚だし骨

豆腐のミートローフ 鶏・牛ひき肉　豆腐　スキムミルク【乳】 玉葱　ピーマン　 パン粉　こめ油　三温糖　かたくり粉 シママース　こしょう　ケチャップ　ウスター　デミグラソース

キャベツサラダ キャベツ　胡瓜　コーン 三温糖 シママース　醤油　フレンチドレ【２８品目なし】

オムライス 鶏肉　オムライスシート【たまご】 玉葱　人参　マッシュルーム　グリンピース 米　麦　こめ油
シママース　こしょう　オイスター【２８品目なし】
白ワイン　豚だし骨　ケチャップ

アスパラソテー ウインナー【鶏　豚】 キャベツ　コーン　アスパラ オリーブ油 シママース　こしょう　醤油

フルーツ和え 丹波の黒豆 パイン缶　みかん缶　もも缶　 グラニュー糖 赤ワイン

型抜きチーズ チーズ【乳】

きびごはん 米　もちきび　

きのこスープ しいたけ　しめじ　えのき　小松菜　生姜 かたくり粉 シママース　醤油　豚だし骨

さばの梅みそ焼き さば ごま　三温糖　こめ油 梅びしお【りんご】みそ　料理酒　みりん　

人参しりしりー たまご　ツナ 人参　玉葱　にら こめ油　 シママース　こしょう　醤油

スパゲティボンゴレ ウインナー【鶏　豚】鶏肉　 玉葱　人参　ピーマン　マッシュルーム　トマト　ニンニク スパゲティー【小麦】こめ油　オリーブ油　三温糖 シママース　ケチャップ　ウスター　こしょう　バジル粉　

ポテトのチーズ焼き 無添加ベーコン【豚　鶏　大豆】豆乳　チーズ【乳】 ミックス野菜　パセリ乾 じゃが芋　さつま芋　マーガリン シママース

コーンと胡瓜のサラダ 白花豆 コーン　胡瓜　キャベツ 三温糖 コールスロードレ【たまご　大豆】こしょう　醤油

ソフール ソフール【乳　ゼラチン】

麦ごはん 米　麦

たまごスープ たまご　大豆 白菜　ほうれん草 かたくり粉 シママース　醤油　豚だし骨

ビビンバの具 牛肉　豚肉　 たけのこ　玉葱　ニンニク　人参　もやし　小松菜 三温糖　こめ油　ごま 料理酒　醤油　みりん　豆板醤【２８品目なし】酢

ヨーグルト和え ヨーグルト【乳】 みかん缶　パイン缶　ナタデココ

五目炊きこみごはん 豚肉　油揚げ【大豆】 人参　ごぼう　青豆　しいたけ 米　麦　こめ油　 醤油　シママース　みりん　粉かつお

焼き豆腐のきのこあんかけ 豆腐 しめじ　えのき　ねぎ 三温糖　かたくり粉 醤油　みりん　かつおだし汁

インゲンのゴマ和え インゲン　大根　人参 三温糖　ごま シママース　焙煎ごまドレ【小麦・大豆・ごま】醤油　酢

パイン缶 パイン缶

麦ごはん 米　麦

春雨スープ 豚肉　 白菜　ねぎ 春雨　 料理酒　醤油　シママース　豚だし骨　ローレル

ヤンニャムチキン 鶏肉 ニンニク　 かたくり粉　ごま油　揚げ油　三温糖　はちみつ ケチャップ　コチジャン【大豆】

チョレギ風サラダ わかめ　のり キャベツ　小松菜　胡瓜 ごま ナムルドレ【ごま　小麦　大豆　鶏　豚】

みかん みかん

すき焼きうどん 豚肉　牛肉　油揚げ【大豆】 白菜　人参　玉葱　長ネギ　ほうれん草　しいたけ うどん【小麦】こめ油　三温糖　 醤油　みりん　料理酒

さつま芋のシナモン揚げ さつま芋　揚げ油　三温糖　アーモンド粉 シナモン

きのこのマリネ しめじ　えのき　エリンギ　マッシュルーム　ニンニク　シークヮサー果汁 オリーブ油　三温糖 酢　シママース　こしょう

チーズ大福

○

７

（火）
○

３

（金）

　　　2023年　２　月　献　立  ※揚げ油（大豆）は、揚げ調理で複数回調理に使用しています。

献立名
使　　用　　食　　材　　一　　覧　　表

曜

日

牛

乳

２

（木）
〇

１

（水）
○

６

（月）
○

９

（木）
〇

１３

（月）
○

８

（水）
○

１０

（金）
○

○

２０

（月）
○

２２

（水）
○

チーズ大福【乳　大豆】

１４

（火）
○

２４

（金）
○

１５

（水）
○

１６

（木）
〇

２８

（火）
〇

１７

（金）
○

２１

（火）
○

２７

（月）

★ お知らせ ★ 天候等の都合により、献立・食材を変更することがあります。その際は、学校からの献立変更のお知らせをご確認ください。

調理料

アレルギー

表示

☆調理料・調理加工品に関して、アレルギー２８品目【乳・卵・小麦・ピーナッツ・えび・かに・そば・あわび・いか・いくら・オレンジ・キウイフルーツ・牛肉・くるみ・さけ・さば・大豆・鶏肉・豚肉・ま

つたけ・もも・やまいも・りんご・ゼラチン・バナナ・ごま・カシューナッツ・アーモンド】の表示をしています。

①醤油、薄口醤油（小麦・大豆）②酢・特濃酢（小麦）③ウスター（大豆、りんご）④豆腐・豆乳・おから・赤みそ・白みそ・揚げ油（大豆）⑤デミグラソース（小麦・牛肉・豚肉・鶏肉・大豆・ゼラチン）

⑥カレーフレーク（小麦・大豆・牛肉・鶏肉）カレー粉（香辛料のみ２８品目なし）⑦マーガリン（乳・大豆）⑧ツナ（大豆）⑨枝豆、もやし（大豆）⑩ハヤシルー（小麦・大豆・牛肉）が原料となります。

※アレルギー表示義務はありませんが、オイスターソースにカキエキスを使用しています。

※もずく、アーサ、わかめ、海藻等、しらす干し、ちりめんなどの小魚、アサリなどの二枚貝にはエビ、イカ、カニの稚魚が混ざっていることがあります。

※揚げ油（大豆）は、揚げ調理で複数回調理に使用しています。


