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こ

予定献立表（アレルギー）
主な材料と体内での働き

ん

ちらしずし
うしおじる

だ

て

（あか）
血や肉や骨を作る

（きいろ）
働く力や体温となる

西原町学校給食共同調理場
TEL 945-4935
（みどり）
体の調子をととのえる

調味料

こめ､ｻﾄｳ
ｼﾏﾏｰｽ､特濃酢(小麦)
赤魚､削り節､魚のあら骨､こんぶ
ﾀｹﾉｺ､ｴﾉｷ､ﾀﾏﾈｷﾞ､長ねぎ､みつば
薄口醤油(小麦･大豆)､酒､ｼﾏﾏｰｽ
はまぐり※本製品に使用している二枚貝には「かに」が共生しています。本製造工場では「えび」「いか」を含む製品を製造しています。
削り節
ｻﾄｳ
ｷｬﾍﾞﾂ､菜の花､ﾓﾔｼ､ﾆﾝｼﾞﾝ､コーン
ｼﾏﾏｰｽ､酢(小麦)､薄口醤油(小麦･大豆)､ﾐﾘﾝ
菜の花あえ
花型豆腐バーグ（大豆・鶏肉）
花型豆腐バーグ
ひなあられ
ひなあられ
こめ､麦､ｶﾙｼｳﾑ米＊商品の規格変更により、ｶﾙｼｳﾑ米のアレルゲンは無くなりました。
むぎごはん
とりにく､みそ(大豆)､削り節
ｼﾞｬｶﾞｲﾓ
大根､ﾊｸｻｲ､ﾆﾝｼﾞﾝ､ｼｲﾀｹ､ﾈｷﾞ
ｼﾏﾏｰｽ
じゃがいものみそ汁
こんぶ､わかめ(えび･かにの生息域で採取)
ﾄﾝｶﾂ(豚肉､小麦､大豆)
大豆油
豚カツ
ﾀﾏｺﾞ､削り節
ｻﾄｳ
ﾀﾏﾈｷﾞ､ﾆﾝｼﾞﾝ､ﾀｹﾉｺ､長ねぎ､こんにゃく
醤油(小麦･大豆)､ﾐﾘﾝ､酒､ｼﾏﾏｰｽ
カツ丼の具
ソフールプレーン(乳･ｾﾞﾗﾁﾝ)
ソフールヨーグルト
黒糖パン(小麦･乳･大豆)
こくとうパン
鶏肉､大豆､ﾄﾘｶﾞﾗ､あさり＊ｶﾆが共生 ｼﾞｬｶﾞｲﾓ､大豆油
ﾀﾏﾈｷﾞ､ﾆﾝｼﾞﾝ､ｷｬﾍﾞﾂ､ｾﾛﾘ､ﾄﾏﾄ缶
ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ､ｹﾁｬｯﾌﾟ､赤ﾜｲﾝ､ｳｽﾀｰ(大豆･ﾘﾝｺﾞ)
あさりのミネストローネ
ｵﾛｼﾆﾝﾆｸ､ｼﾏﾏｰｽ､鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ(鶏肉)､ﾛｰﾚﾙ
ハンバーグ(小麦･豚肉･鶏肉･大豆) ｻﾄｳ
ﾀﾏﾈｷﾞ､ｼﾒｼﾞ､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ､
ｹﾁｬｯﾌﾟ､ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽ(小麦･鶏肉)､ｳｽﾀｰ(大豆･ﾘﾝｺﾞ)
ハンバーグのソースかけ
ﾘﾝｺﾞﾋﾟｭｰﾚ､赤ﾜｲﾝ､ｵﾛｼﾆﾝﾆｸ
ﾋﾖｺ豆､ﾏﾛｰﾌｧｯﾄﾋﾟｰｽ､ﾚｯﾄﾞｷﾄﾞﾆｰ
ｸﾙﾄﾝ(小麦･乳・大豆)
ｷｭｳﾘ､コーン､枝豆(大豆)
ｴｯｸﾞｹｱﾏﾖﾈｰｽﾞ(大豆､ﾘﾝｺﾞ)
コロコロ豆サラダ
白ｲﾝｹﾞﾝ豆
ﾉﾝｵｲﾙﾌﾚﾝﾁｸﾘｰﾐｰﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ
ミルメークココア（大豆）
ミルメーク
こめ､ｶﾙｼｳﾑ米＊商品の規格変更により、ｶﾙｼｳﾑ米のアレルゲンは無くなりました。
ごはん
とりにく､ｱﾂｱｹﾞ(大豆)､昆布
ｻﾄｳ､大豆油
大根､ﾆﾝｼﾞﾝ､ごぼう､こまつな､ｺﾝﾆｬｸ
醤油(小麦･大豆)､酒､ﾐﾘﾝ､鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ(鶏肉)
大根のみそ煮
みそ(大豆)､削り節
れんこん
たまご
ｻﾄｳ､ごま､ごま油
ﾓﾔｼ､ｷｭｳﾘ
ｵﾛｼﾆﾝﾆｸ､醤油(小麦･大豆)､特濃酢(小麦)
もやしナムル
清見オレンジ
清見オレンジ
こめ､麦
むぎごはん
ぶたにく､たまご､ﾄﾘｶﾞﾗ､削り節
はるさめ､ごま油
ﾆﾝｼﾞﾝ､ﾓﾔｼ､こまつな､ｼｮｳｶﾞ､ｼｲﾀｹ､ｷｸﾗｹﾞ
ｼﾏﾏｰｽ､醤油(小麦･大豆)､酒､ｺｼｮｳ､鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ(鶏肉)
春雨スープ
豚肉､いか､えび､あさり＊ｶﾆが共生 大豆油､でん粉､ごま油
ﾆﾝｼﾞﾝ､ﾀﾏﾈｷﾞ､ｷｸﾗｹﾞ､ﾊｸｻｲ､ﾀｹﾉｺ
ｵﾛｼﾆﾝﾆｸ､ｵﾛｼｼｮｳｶﾞ､酒､醤油(小麦･大豆)､ｼﾏﾏｰｽ
ちゅうかどん
うずらの卵
ｵｲｽﾀｰｿｰｽ(かき)､鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ(鶏肉)
ジャンボひじきしゅうまい(小麦･豚肉･鶏肉･大豆)
ひじきしゅうまい
シマナーそば(小麦･大豆)*本品製造工場では、そば、卵、乳を含む製品を生産しています。
シマナーそば（めん）
豚肉､かまぼこ､ﾄﾘｶﾞﾗ､削り節､豚ｶﾞﾗ
ｼｮｳｶﾞ､ﾈｷﾞ
酒､ｼﾏﾏｰｽ､醤油(小麦･大豆)､ﾐﾘﾝ
そばだし汁
豆腐(大豆)､ツナ(大豆)
大豆油
ｷｬﾍﾞﾂ､ﾆﾝｼﾞﾝ､ﾀﾏﾈｷﾞ
醤油(小麦･大豆)､ｼﾏﾏｰｽ､ｺｼｮｳ
タマナーチャンプルー
プチたいやき(小麦･大豆)
プチたいやき（中３以外）
たまご
小麦粉､ﾊﾞﾀｰ(乳)､ｻﾄｳ､こめｻﾗﾀﾞ油
ﾍﾞｰｷﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ､ｺｺｱﾊﾟｳﾀﾞｰ
ブラウニー（中３のみ）
生ｸﾘｰﾑ(乳)､くるみ､ﾁｮｺﾁｯﾌﾟ(乳･大豆)
なかよしパン(小麦･乳･大豆)
なかよしパン
豚肉､脱脂粉乳(乳)､ﾄﾘｶﾞﾗ
ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ(小麦)､ｼﾞｬｶﾞｲﾓ､ｺﾑｷﾞｺ
ﾀﾏﾈｷﾞ､ﾆﾝｼﾞﾝ､ﾊｸｻｲ､ｼﾒｼﾞ､ｾﾛﾘ､コーン
白ﾜｲﾝ､ｼﾏﾏｰｽ､ｺｼｮｳ､ﾛｰﾚﾙ､鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ(鶏肉)
ヌードルスープ
ﾏｰｶﾞﾘﾝ(乳･大豆･豚肉)､生ｸﾘｰﾑ(乳)
大豆油
大豆油､ﾊﾞﾀｰ(乳)
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ､ｶﾘﾌﾗﾜｰ､ｷｬﾍﾞﾂ､ﾆﾝｼﾞﾝ､ｴﾉｷ
醤油(小麦･大豆)､ｼﾏﾏｰｽ､ｶﾞｰﾘｯｸﾊﾟｳﾀﾞｰ､ｺｼｮｳ
いかときのこの野菜ソテー いか
にんにくの芽､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ
とり肉
ﾏｰﾏﾚｰﾄﾞ
醤油(小麦･大豆)､白ﾜｲﾝ､ｵﾛｼｼｮｳｶﾞ
チキンのﾏｰﾏﾚｰﾄﾞ焼き
いちごジャム
いちごジャム
こめ､ｶﾙｼｳﾑ米＊商品の規格変更により、ｶﾙｼｳﾑ米のアレルゲンは無くなりました。
ごはん
鶏肉､豆腐(大豆)､ﾄﾘｶﾞﾗ､削り節
ｼﾞｬｶﾞｲﾓ
ｼﾒｼﾞ､ｴﾉｷ､ｼｲﾀｹ､ｷｸﾗｹﾞ､ごぼう､ｺﾝﾆｬｸ､大根 薄口醤油(小麦･大豆)､醤油(小麦･大豆)､ｼﾏﾏｰｽ
きのこじる
鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ(鶏肉)
豚肉､豚レバー､削り節
ｻﾄｳ､でん粉､大豆油
ﾆﾝｼﾞﾝ､ﾀﾏﾈｷﾞ､ﾋﾟｰﾏﾝ､枝豆(大豆)､コーン
ｵﾛｼﾆﾝﾆｸ､ｵﾛｼｼｮｳｶﾞ､ｳｰｼﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ､醤油(小麦･大豆)
もずくどん
ﾓｽﾞｸ＊養殖場にﾖｺｴﾋﾞ生息
ﾐﾘﾝ､酒
ﾘﾝｺﾞ
ｼﾏﾏｰｽ
りんご
豚肉､ﾅﾙﾄ､油あげ(大豆)､削り節
うどん(小麦)､大豆油
こまつな､ｷｬﾍﾞﾂ､ﾆﾝｼﾞﾝ､ﾀﾏﾈｷﾞ､長ねぎ
ｵﾛｼﾆﾝﾆｸ､ｶﾚｰ粉､ｶﾚｰﾙｳ(小麦･大豆･鶏肉･牛肉･豚肉)
カレーうどん
ｷｸﾗｹﾞ
醤油(小麦･大豆)､ｳｽﾀｰ(大豆･ﾘﾝｺﾞ)､ｼﾏﾏｰｽ
豚ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ(豚肉･鶏肉･ﾘﾝｺﾞ)
豚肉コロッケ(豚肉､小麦､大豆)､大豆油 *製造工場で卵・乳成分を含む製品を製造しています
ぶたにくコロッケ
かまぼこ､削り節
ｻﾄｳ､ごま油
ｷｭｳﾘ､ﾓﾔｼ､ﾆﾝｼﾞﾝ
ｼﾏﾏｰｽ､特濃酢(小麦)､薄口醤油(小麦･大豆)
きゅうりのおかかあえ
ｷｬﾗﾒﾙﾌﾟﾘﾝ(乳･大豆)
キャラメルプリン
こめ､ｶﾙｼｳﾑ米＊商品の規格変更により、ｶﾙｼｳﾑ米のアレルゲンは無くなりました。
ごはん
鶏肉､ﾄﾘｶﾞﾗ､削り節､こんぶ
ﾆﾝｼﾞﾝ､大根､ﾀﾏﾈｷﾞ､かぼちゃ､ｺﾏﾂﾅ､ｴﾉｷ
ｼﾏﾏｰｽ､薄口醤油(小麦･大豆)､醤油(小麦･大豆)
とりにくとやさいスープ
ｷｸﾗｹﾞ
ツナ
ごま､ｻﾄｳ､ねりごま
ごぼう､ｷｭｳﾘ､ﾆﾝｼﾞﾝ､コーン
ｴｯｸﾞｹｱﾏﾖﾈｰｽﾞ(大豆､ﾘﾝｺﾞ)､薄口醤油(小麦･大豆)
ごぼうサラダ
酢(小麦)
さば
ｻﾄｳ､水あめ
醤油(小麦･大豆)､ﾐﾘﾝ､ｵﾛｼｼｮｳｶﾞ､酒
さばのてりやき
こめ､麦､ｶﾙｼｳﾑ米＊商品の規格変更により、ｶﾙｼｳﾑ米のアレルゲンは無くなりました。
むぎごはん
ﾐｰﾄﾎﾞｰﾙ(小麦･鶏肉･豚肉)､ﾄﾘｶﾞﾗ
でん粉
ﾆﾝｼﾞﾝ､大根､ﾀﾏﾈｷﾞ､こまつな､ｴﾉｷ､ごぼう ﾛｰﾚﾙ､鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ(鶏肉)､ｼﾏﾏｰｽ
ミートボールスープ
ｷｸﾗｹﾞ､長ねぎ
薄口醤油(小麦･大豆)､ｺｼｮｳ
ひじき､ぶたにく､油あげ(大豆)
ｻﾄｳ､大豆油
ﾆﾝｼﾞﾝ､ｷｬﾍﾞﾂ､ｺﾝﾆｬｸ､ﾆﾗ
ｼﾏﾏｰｽ､醤油(小麦･大豆)､ﾐﾘﾝ､酒
ひじき炒め
ﾁｷｱｷﾞ､大豆､削り節
ししゃもフライ(小麦､大豆)
大豆油
ししゃもフライ
チーズ大福（幼稚園のみ） チーズ大福(乳･大豆)
とりにく､油あげ(大豆)
米､麦､大豆油
枝豆(大豆)､ﾆﾝｼﾞﾝ､ﾀｹﾉｺ､ゆかり
ｼﾏﾏｰｽ､醤油(小麦･大豆)､ﾐﾘﾝ､酒
ゆかりえだまめごはん
豚ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ(豚肉･鶏肉･ﾘﾝｺﾞ)､濃厚かつおだし
ｷﾋﾞﾅｺﾞ
ｺﾑｷﾞｺ､でん粉､大豆油
ｼﾏﾏｰｽ､ｶﾚｰ粉
きびなごのカレー揚げ
白ｲﾝｹﾞﾝﾏﾒ､削り節
ごま､ｻﾄｳ
大根､ｷｬﾍﾞﾂ､ｼﾒｼﾞ､コーン
ｴｯｸﾞｹｱﾏﾖﾈｰｽﾞ(大豆､ﾘﾝｺﾞ)､ﾘﾝｺﾞ酢(ﾘﾝｺﾞ)､ｼﾏﾏｰｽ
大根ときのこのサラダ
特濃酢(小麦)
ﾁｰｽﾞ(乳)
キティーちゃんチーズ
こめ､ｶﾙｼｳﾑ米＊商品の規格変更により、ｶﾙｼｳﾑ米のアレルゲンは無くなりました。
ごはん
牛肉､ﾌﾞﾀｶﾞﾗ､ﾄﾘｶﾞﾗ
ｺﾑｷﾞｺ､大豆油
ﾀﾏﾈｷﾞ､ﾆﾝｼﾞﾝ､ﾋﾟｰﾏﾝ､ｼﾒｼﾞ､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ､ｾﾛﾘ
赤ﾜｲﾝ､ｵﾛｼﾆﾝﾆｸ､ｳｰｼﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ､ｹﾁｬｯﾌﾟ､ﾄﾏﾄｿｰｽ(大豆)
ハヤシライス
ﾏｰｶﾞﾘﾝ(乳･大豆･豚肉)
ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ､ﾄﾏﾄ缶
ﾊﾔｼﾙｳ(小麦･大豆･牛肉･豚肉)､鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ(鶏肉)
ｳｽﾀｰ(大豆･ﾘﾝｺﾞ)､ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽ(小麦･鶏肉)､ｼﾏﾏｰｽ
ｻﾄｳ
ｷｬﾍﾞﾂ､ｷｭｳﾘ､ﾆﾝｼﾞﾝ､コーン､ﾘﾝｺﾞ
ｴｯｸﾞｹｱﾏﾖﾈｰｽﾞ(大豆､ﾘﾝｺﾞ)
コールスローサラダ
ﾉﾝｵｲﾙﾌﾚﾝﾁｸﾘｰﾐｰﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ
ほうれん草オムレツ(卵･小麦･大豆･鶏肉･豚肉･ｾﾞﾗﾁﾝ)
ほうれんそうオムレツ
米粉ドッグミニ(卵･乳･大豆)*本品製造工場では、小麦を含む製品を製造しています。
米粉のワッフルドッグ
スパゲティ(小麦)
スパゲティ（めん）
ﾄﾘｶﾞﾗ､ﾌﾞﾀｶﾞﾗ､あさり＊ｶﾆが共生
ﾀﾏﾈｷﾞ､ﾆﾝｼﾞﾝ､ｴﾉｷ､こまつな､千切大根
鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ(鶏肉)､薄口醤油(小麦･大豆)､ｼﾏﾏｰｽ
ジュリエンヌスープ
ｺｼｮｳ､ﾛｰﾚﾙ
牛肉､豚肉､豚レバー､大豆
ｻﾄｳ､大豆油
ﾀﾏﾈｷﾞ､ﾆﾝｼﾞﾝ､ｾﾛﾘ､ﾄﾏﾄ缶
ｹﾁｬｯﾌﾟ､ﾐｰﾄｿｰｽ(小麦･豚肉･大豆)､ﾄﾏﾄｿｰｽ(大豆)
ミートソース
ｳｰｼﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ､ｳｽﾀｰ(大豆･ﾘﾝｺﾞ)､ｼﾏﾏｰｽ
赤ﾜｲﾝ､ｵﾛｼﾆﾝﾆｸ
ウインナー(豚肉)､脱脂粉乳(乳)､卵 ケーキミックス(小麦･乳･大豆)*本品製造工場では、卵､鶏肉､やまいも､さばを含む製品を製造しています。
アメリカンドッグ
大豆油
ｹﾁｬｯﾌﾟ＆ﾏｽﾀｰﾄﾞ
ケチャップ＆マスタード

特定原材料(表示義務)７品目

特定原材料に準ずるもの(表示を推奨)２０品目

えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生

あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば
大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

２､加工食品に関しては、原材料や調味料ではなく、アレルゲンのみを表示しているものもあります。
３､アーサやもずく、チリメンはエビ、カニ、貝が生息しているところでとれたものを使用しているため、「エビ、カニ、貝」が混入することがあります。
４､天候や食材料の都合により、献立の変更や食材を変更することがあります。(※特に葉野菜やくだものは天候や価格によって変動することが多くなっていますのでご理解ください)

