
3月

（あか） （きいろ） （みどり）
血や肉や骨を作る 働く力や体温となる 体の調子をととのえる

カルシウムごはん 米,カルシウム米
じゃがいものみそ汁 豆腐(大豆)､みそ(大豆),削り節 じゃが芋 白菜､ごぼう､人参､えのきだけ,長ねぎ

カツ丼(具） 卵､削り節 サトウ､でん粉 玉ねぎ､人参､小松菜､椎茸,こんにゃく 醤油(小麦､大豆),みりん,酒,シママース

トンカツ 小：手切りヒレカツ（小麦・大豆・豚肉）大豆油
中：ローストンカツ（小麦・大豆・豚肉）大豆油　　＊乳,卵,鶏肉,牛肉,りんご,ｾﾞﾗﾁﾝを含む商品と同じ設備で製造しています

ちらし寿司 米､サトウ シママース,特濃酢(小麦)
ちらし寿司(小麦・大豆・鶏肉)

はんぺんのすまし汁 昆布,削り節、豆腐(大豆)ｱｻﾘ＊ｶﾆが共生 大根､竹の子､えのきたけ､長ねぎ 酒、シママース、醤油(小麦､大豆)
ﾜｶﾒ＊ｴﾋﾞ･ｶﾆが混ざる漁法で採取 薄口醤油(小麦､大豆)
はんぺん(小麦・やまいも・大豆)＊卵,乳を使用した設備で製造

菜の花和え ささみ（鶏肉）、削り節 サトウ 菜花､キャベツ､きゅうり､コーン、人参 薄口醤油(小麦､大豆)、ﾐﾂｶﾝ酢(小麦)、みりん
シママース

さばゆずみそ煮 さばゆずみそ煮（さば・大豆）
ひしもち ひしもち　＊工場では小麦,乳,大豆,くるみ,ごま,りんごを含む製品を製造

　 あみパン あみパン(小麦､乳､大豆)
春野菜のクリーム煮 鶏肉､脱脂粉乳､鶏ガラ じゃが芋､小麦粉､大豆油 キャベツ､玉ねぎ､人参､しめじ 白ワイン、ローレル

白花豆,大福豆､チーズ(乳) ﾏｰｶﾞﾘﾝ(乳･大豆･豚肉)生ｸﾘｰﾑ(乳) セロリ､ｶﾘﾌﾗﾜｰ､アスパラガス 鶏ガラスープ(鶏肉)、シママース、コショウ
マセドアンサラダ ﾋﾖｺ豆､ﾏﾛｰﾌｧｯﾄﾋﾟｰｽ､ﾚｯﾄﾞｷﾄﾞﾆｰ さつま芋、サトウ きゅうり､かぼちゃ､ブロッコリー シママース

アーモンド＊工場にてクルミ,カシューナッツを生産 コブサラダドレッシング（卵・乳成分・大豆)
デコポン デコポン
麦ごはん 米､麦
中華スープ ハム(豚肉,鶏肉,大豆),鶏ガラ 春雨､ごま油 白菜､小松菜､コーン 鶏ガラスープ(鶏肉),薄口醤油(小麦､大豆)

ﾜｶﾒ＊ｴﾋﾞ･ｶﾆが混ざる漁法で採取 醤油(小麦､大豆),シママース
豚キムチ炒め 豚肉 大豆油､ごま､ごま油 キャベツ､玉ねぎ､人参 おろし生姜,酒,醤油(小麦､大豆)

サトウ 白菜ｷﾑﾁ(大豆)、にら ｷﾑﾁの素(ﾘﾝｺﾞ･ｲｶ･大豆)
ショーロンポー ショーロンポー(小麦・大豆・鶏肉・豚肉・カキ）

＊製造ラインでは、えび,かに,いか,乳,ごま,ｾﾞﾗﾁﾝを使用した製品を製造し、卵蛋白を含む工程で処理した鶏肉を使用しています。
沖縄そば（個食） 沖縄そばの麺(小麦)＊本工場ではそば･卵を含む製品を製造しています
なかみそば（汁） 豚なかみ､豚肉,豚ｶﾞﾗ,鶏ｶﾞﾗ,削り節 椎茸､こんにゃく､ねぎ､生姜 酒,醤油(小麦､大豆),シママース
からしな炒め 厚揚げ(大豆),チキアギ､ツナ(大豆) 大豆油 からしな､人参､キャベツ､もやし 醤油(小麦､大豆),シママース
さつまポテト(中３以外） さつまポテト
手作りブラウニー(中３) 卵 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

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(胚芽) なかよしパン(小麦､乳､大豆)
クラムチャウダー ｱｻﾘ＊ｶﾆが共生､脱脂粉乳、鶏ｶﾞﾗ じゃが芋､小麦粉､大豆油 人参､玉ねぎ､セロリ,ﾏｯｼｭﾙｰﾑ, 白ワイン、鶏ガラスープ(鶏肉)、シママース

ベーコン(豚肉､大豆),白花豆,大福豆 ﾏｰｶﾞﾘﾝ(乳･大豆･豚肉) ホワイトルウ(小麦･乳･大豆･鶏肉･牛肉･豚肉)､ｺｼｮｳ
カレー風味の野菜ソテー ﾋﾖｺ豆,ツナ(大豆) 大豆油 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ､ｶﾘﾌﾗﾜｰ､ｷｬﾍﾞﾂ,人参,しめじ ｶﾚｰ粉,醤油(小麦､大豆),シママース,ｺｼｮｳ
マーマレードチキン 鶏肉 マーマレード 醤油(小麦､大豆),白ワイン,おろしにんにく
麦ごはん 米､麦
豚汁 豚肉､油揚げ(大豆) 里芋､じゃが芋､ 大根､ｺﾞﾎﾞｳ､人参､椎茸,長ﾈｷﾞ,こんにゃく

削り節,みそ（大豆）
かぼちゃとひじきの煮物 鶏肉､大豆､ひじき、ちくわ、削り節 サトウ､大豆油 かぼちゃ、さやいんげん 醤油(小麦､大豆),みりん,シママース
いちご いちご
納豆 納豆(大豆) 納豆のタレ（大豆・小麦）
ごはん 米
もずくのすまし汁 削り節,昆布、ﾓｽﾞｸ＊養殖場にﾖｺｴﾋﾞ生息　 大根､小松菜､えのきだけ 醤油(小麦､大豆),薄口醤油(小麦､大豆)ｼﾏﾏｰｽ
ヌンクーグァー 豚肉､厚揚げ(大豆)､チキアギ,削り節 大豆油 大根､人参､椎茸､ｺﾝﾆｬｸ,ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ 醤油(小麦､大豆),みりん,酒,シママース
きびなごのから揚げ きびなご 小麦粉､でん粉､大豆油 シママース
カルシウムごはん 米,カルシウム米
筑前煮 鶏肉､ちくわ、削り節 大豆油､サトウ 人参､ごぼう､レンコン､大根 酒,シママース,醤油(小麦､大豆),みりん

枝豆（大豆）､こんにゃく､しいたけ 鶏ガラスープ(鶏肉)
たくあんの和え物 昆布､削り節 サトウ きゅうり､キャベツ､人参､千切り大根漬 ｼﾏﾏｰｽ,特濃酢(小麦),
紅いもの天ぷら 卵 紅芋､小麦粉､大豆油 シママース、ベーキングパウダー
麦ごはん 米､麦
鮭の具だくさん汁 鮭、豆腐(大豆),削り節,昆布 じゃが芋 人参､大根､小松菜､長ねぎ 酒,シママース

みそ(大豆)
ゆかりあえ チリメン サトウ きゅうり､白菜､キャベツ ゆかり粉、ｼﾏﾏｰｽ,ﾐﾂｶﾝ酢(小麦)

青じそﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(小麦・大豆・りんご・豚肉）
メンチカツ 国産ｷｬﾍﾞﾂﾒﾝﾁ（小麦・大豆・鶏肉・豚肉)　大豆油
黒糖ビーンズ 黒糖ビーンズ(大豆)
麦ごはん 米､麦
ハヤシライス 牛肉､豚ガラ､鶏ガラ 小麦粉､大豆油 玉ねぎ､人参､マッシュルーム 赤ワイン､おろしﾆﾝﾆｸ,ｹﾁｬｯﾌﾟ､ｳｽﾀｰ(大豆･ﾘﾝｺﾞ)

ﾏｰｶﾞﾘﾝ(乳･大豆･豚肉) しめじ､グリンピース､セロリ､トマト缶 ﾄﾏﾄｿｰｽ(大豆)､ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽ(小麦･鶏肉)､鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ(鶏肉)
ﾊﾔｼﾙｳ(小麦･大豆･牛肉･豚肉)､ｼﾏﾏｰｽ

コロコロサラダ ﾋﾖｺ豆､ﾏﾛｰﾌｧｯﾄﾋﾟｰｽ､ﾚｯﾄﾞｷﾄﾞﾆｰ サトウ きゅうり､かぼちゃ､ブロッコリー コーンクリーミードレッシング、ｼﾏﾏｰｽ
アーモンド＊工場にてクルミ,カシューナッツを生産　　　　　　　えだ豆(大豆),赤ピーマンエッグケアマヨネーズ(大豆)

ヨーグルト(幼稚園以外） 元気ヨーグルト（乳・ゼラチン）
お祝いデザート(幼稚園) お祝いケーキ（大豆）
ごはん 米
ワンタンスープ 鶏ｶﾞﾗ,ﾜﾝﾀﾝ(小麦・大豆・豚肉・ごま) でん粉 人参,白菜､パクチョイ､にら､生姜,椎茸 酒,鶏ガラスープ(鶏肉)

　　　　　＊同じ製造ラインで、卵・えび・鶏肉・牛肉を使用したものを製造 薄口醤油(小麦､大豆)、シママース、コショウ
バンサンスー ハム(豚肉,鶏肉,大豆)､卵 春雨､ごま､サトウ、ごま油 きゅうり､もやし､人参 特濃酢(小麦),ﾚﾓﾝ汁,薄口醤油(小麦､大豆),ｼﾏﾏｰｽ
魚の甘酢あんかけ ホキ 小麦粉､でん粉､大豆油,サトウ 長ねぎ ｼﾏﾏｰｽ,ケチャップ,ミツカン酢(小麦)
麦ごはん 米､麦
肉じゃが 豚肉、削り節 じゃが芋､サトウ､大豆油 玉ねぎ,人参,長ﾈｷﾞ､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ,こんにゃく 酒,おろし生姜,醤油(小麦､大豆),みりん,ｼﾏﾏｰｽ
ひじきのツナ和え ひじき､ツナ サトウ ごぼう,ほうれん草,きゅうり,人参,ｺｰﾝ 薄口醤油(小麦､大豆),ﾐﾂｶﾝ酢(小麦),特濃酢(小麦)

シママース,レモン果汁
味付のり 味付のり（小麦・大豆・ゼラチン)＊のりがえび・かにの生息する海域で採取
お祝いデザート お祝いケーキ（大豆）
スパゲティ(ゆで麺) スパゲティ（小麦）
ジュリエンヌスープ ベーコン(豚肉､大豆),鶏ガラ 玉ねぎ,人参,小松菜,切干大根 ローレル、薄口醤油(小麦､大豆),シママース

えのきだけ 鶏ガラスープ(鶏肉)、コショウ
スパゲティミートソース(具)豚肉､牛肉､豚レバー、大豆 オリーブ油､サトウ 人参､玉ねぎ､マッシュルーム、トマト缶 赤ワイン,おろしﾆﾝﾆｸ,ﾅﾂﾒｸﾞ,ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ,ｹﾁｬｯﾌﾟ

パルメザンチーズ(乳） ﾄﾏﾄｿｰｽ(小麦・乳・牛肉・鶏肉・豚肉)
ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽ(小麦･鶏肉),ｳｽﾀｰ(大豆･ﾘﾝｺﾞ),ｼﾏﾏｰｽ

手作りオムレツ 卵､ハム(豚肉,鶏肉,大豆)､ﾁｰｽﾞ(乳) じゃが芋､大豆油 人参、玉ねぎ、ピーマン、トマト缶 シママース,ｺｼｮｳ

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)

１､「予定献立表(アレルギ－)」には、食品衛生法にさだめられている２７品目を表示しています。
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。
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予定献立表（アレルギー） 西原町学校給食共同調理場
TEL 945-49352020

日 曜日 こ　　ん　　だ　　て
主な材料と体内での働き

調味料

2 月 　

3 火 　


