
　 No.1
関市学校給食センター

TEL   22-3588
※コンタミネーションについて知りたい方は、関市学校給食センターまでお問合せください。 FAX   23-7901
使用日 食品名 原材料 アレルゲン28品目

1日
ほうれんそうオムレツ
小学校　50ｇ
中学校　60ｇ

鶏卵、ほうれん草、マヨネーズ、還元水あめ、砂糖、
植物油（大豆、菜種）、加工でん粉、でん粉（とうもろこし）、食酢、
食塩、粉末状植物性たん白、ブイヨン、水

卵、大豆、りんご

3日 いわしフライ　50ｇ イワシ、パン粉、水、小麦粉、塩、胡椒 小麦、大豆

3日 節分豆　6ｇ 青大豆 大豆

6日 大豆粉 大豆食物繊維 大豆

6日
いちごクリーム大福
28ｇ

砂糖、油脂加工食品、もち粉、麦芽糖、いちご、コーンスターチ、
食物繊維、ぶどう糖果糖液糖、水飴、ストロベリー果汁加工品、寒
天、食塩、水、乳化剤、増粘剤、着色料、安定剤、酸味料、
ゲル化剤（ペクチン）、pH調整剤、香料

大豆、ゼラチン、
りんご

7日 乾燥だいこん葉 大根葉、ぶどう糖、食塩 無

8日
大豆包み揚げ　30ｇ
小学校1～4年 　  　　1個
小学校5年～中学校　2個

【具】乾燥大豆、たまねぎ、ベーコン、加工デンプン、トマトペースト、
植物油脂、トマトケチャップ、ウスターソース、着色料（カラメル）、
乳等を主要原料とする食品、ナチュラルチーズ、セルロース、
カレー粉、しょうゆ、食塩、水
【皮】ミックス粉（小麦粉、加工デンプン、でん粉、
粉末状小麦たんぱく、食塩、乳化剤）、還元水あめ、植物油脂、
粉末油脂、発酵調味料、でん粉、増粘多糖類、水

乳、小麦、豚肉、
大豆、りんご

8日
ヨーグルト
小学校のみ　70ｇ

脱脂粉乳、ぶどう糖果糖液糖、砂糖、全粉乳、ゼラチン、寒天、
乳酸カルシウム、香料、ピロリン酸鉄、水

乳、ゼラチン

9日
ヒレカツ
小学校　50ｇ　1個
中学校　30ｇ　2個

【具】豚ヒレ肉、食塩、ぶどう糖、水、加工デンプン
【衣】パン粉、でん粉、大豆粉、植物油脂、水、増粘剤（グァーガム）、
pH調製剤、乳化剤

豚肉、小麦、大豆

9日 粉からし
からし粉、コーンスターチ、着色料（ウコン）、増粘剤（グヮーガム）、
ビタミンC

無

9日 打ち豆 大豆 大豆

9日 スライスちくわ
魚肉、植物たん白、でん粉、食塩、ぶどう糖、砂糖、植物油、豚脂、
発酵調味液、醸造酢、加工でん粉、調味料、増粘多糖類、
ソルビトール、pH調整剤、VC、水

小麦、大豆

10日 発芽玄米 玄米 無

10日
ぶり照り漬け
小学校　50ｇ
中学校　60ｇ

ブリ
【たれ】醤油、砂糖、水、米発酵調味料、食塩、魚醤、麦芽エキス、
酵母エキス、魚介エキス

小麦、大豆

10日 液卵 鶏卵 卵
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10日
菜の花ふりかけ
2.5ｇ

いりごま、砂糖、食塩、かつお削節、菜の花、しょうゆ、のり、
脱脂大豆、たん白加水分解物、デキストリン、
エキス（酵母・かつお）、でん粉、麦芽糖、ぶどう糖、
にんじん、抹茶、粉末しょうゆ、加工でん粉、未焼成カルシウム、
カロチン色素、ビタミンB2

小麦、ごま、大豆

10日
ヨーグルト（レモン味）
中学校のみ　100ｇ

ぶどう糖果糖液糖、脱脂粉乳、レモン果汁、砂糖、全粉乳、
ゼラチン、寒天、香料、酸味料

乳、ゼラチン

13日 カレーパウダー
ターメリック、コリアンダー、フェヌグリーク、クミン、フェンネル、陳皮、
その他香辛料

無

13日 フリーカレールウ
米粉、パーム油、デキストリン、カレー粉、砂糖、食塩、酵母エキス、
トマトペースト、ばれいしょでん粉、ココアパウダー、
パンプキンパウダー、野菜（玉ねぎ、にんにく）、粉末米酢

無

13日
個食ゆずドレッシング
8ｇ

醸造酢、しょうゆ、果糖ぶどう糖液糖、発酵調味料、食塩、
ほたてエキス、レモン果汁、ゆず皮、かつお節エキス、ゆず果汁、
オニオンエキス、たん白加水分解物、調味料（アミノ酸等）、酸味料、
香料、増粘剤(キサンタンガム)、酸化防止剤（V.E）、水

りんご、小麦、
大豆、鶏肉、豚肉

13日
野菜ゼリー
小学校 50ｇ
中学校 70ｇ

7倍濃縮にんじん汁、6倍濃縮温州みかん果汁、砂糖、果糖、
増粘多糖類、ビタミンC、酸味料、香料、5％β-カロテン、
ピロリン酸鉄、水

無

14日 天ぷら粉
小麦粉、でん粉、ベーキングパウダー、
着色料（ビタミンB2、カロテン）

小麦

15日

ぎんさけのバジル焼
き
小学校　50ｇ
中学校　60ｇ

ギンサケ
【たれ】醤油、砂糖、水、植物油、米発酵調味料、食塩、
香味食用油、漁醤、コショー、パン粉（小麦、乳成分、大豆）、
ガーリック、パセリ、バジル、レッドペッパー、ディル、増粘剤、乳化剤

小麦、乳、大豆、鮭

15日 チョコクリーム　15ｇ
水飴、砂糖、カカオマス、加糖脱脂練乳、ココアパウダー、増粘剤、
ヘム鉄、香料、乳化剤、仕込み水

乳

16日
鶏豚ハンバーグ
中学校　80ｇ

鶏肉、たまねぎ、豚脂、粒状植物性たん白、豚肉、砂糖、
水溶性食物繊維、粉末状植物性たん白、酵母エキス、
トマトペースト、ぶどう糖、食塩、にんにくペースト、香辛料、
しょうがペースト、水、加工デンプン、セルロース、炭酸Ca、
ピロリン酸第二鉄

鶏肉、豚肉、大豆

17日
にじます開き唐揚げ
粉付き　40ｇ

にじます、片栗粉 無

17日 納豆　30ｇ

大豆、
【たれ】しょうゆ、砂糖、食塩、かつおエキス、かつお節エキス、
こんぶエキス、酵母エキス、酒精、水
【ねりからし】マスタード、食塩、醸造酢、ウコン、クエン酸、水

大豆、小麦

20日
シュウマイ
小学校18ｇ 2個
中学校30g 2個

鶏肉、とうもろこし、にんじん、豚脂、たまねぎ、植物たん白、豚肉、
ほうれんそう、でん粉加工食品、パン粉、しょうがペースト、みりん、
小麦粉、水、調味料、砂糖、しょうゆ、食塩、酵母エキス、
水あめ混合異性化液糖、香辛料、炭酸Ca、ピロリン酸鉄、乳化剤

鶏肉、豚肉、小麦、
大豆、
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21日
子持ちししゃもフライ
2尾

ししゃも、パン粉、小麦粉、澱粉（コーン）、植物性蛋白（大豆）、
植物性油脂（なたね）、食塩、胡椒、加水

小麦、大豆

21日 梅型かまぼこ
魚肉（スケソウタラ）、加工澱粉、馬鈴薯澱粉、砂糖、発酵調味料、
食塩、うらごし人参、トマト色素

無

21日 アップルパイ　25ｇ

小麦粉、りんご水煮、マーガリン、砂糖、全卵、脱脂粉乳、
プルーンピューレ、食塩、レモン果汁、りんご食物繊維、
ゲル化剤（増粘多糖類、加工デンプン）、酸味料、
酸化防止剤（V.C）、ピロリン酸第二鉄、乳酸Ca、カロチノイド色素、
調整水

小麦、りんご、乳、
卵

22日 ガーリックパウダー ガーリック 無

22日 さつまいもペースト さつまいも 無

22日 ホワイトルウ
米粉、パーム油、砂糖、食塩、デキストリン、ミックススパイス、
ばれいしょでん粉、酵母エキス、加工でん粉、貝カルシウム、香料、
リン酸架橋デンプン、貝カルシウム、香料

無

22日
ミルメークココア
12.5ｇ

果糖ぶどう糖液糖、砂糖、ココアパウダー、ぶどう糖、食塩、香料、
植物レシチン（大豆由来）、水

大豆

24日
まだいの塩こうじ漬け
小学校 50ｇ
中学校 60ｇ

マダイ
【たれ】米、食塩、酒精、糖類、米麴、醸造用アルコール

無

27日
大豆豆腐バーグ
小学校 50g
中学校 60g

鶏肉、大豆、冷凍豆腐、調整ラード、にんじん、パン粉、揚げ油、
玉ねぎペースト、鶏皮、でん粉、粒状大豆たん白、砂糖、
粉末状小麦たん白、米発酵調味料、水あめ、食塩、おろししょうが、
チキンエキス、発酵調味料、酵母、粉末セルロース、水

小麦、大豆、鶏肉

28日 円空里芋コロッケ60ｇ

【具】さといも、野菜（たまねぎ、にんじん）、大豆、
乾燥マッシュポテト、食肉（豚肉、鶏肉）、植物油脂、食塩、香辛料
【衣】パン粉、フライミックス粉（小麦粉、コーンフラワー）、
還元水あめ、水

豚肉、小麦、大豆、
鶏肉

28日 丸はんぺん
魚肉すり身（イトヨリ、MIX）、澱粉（馬鈴薯）、植物油（なたね、大豆）、
砂糖、ぶどう糖、大豆蛋白、食塩、加工澱粉（タピオカ）、塩化K、
人参、ごぼう

大豆

28日 厚揚げ 大豆、食用油、凝固剤、消泡剤、水 大豆

28日 のり佃煮　8ｇ
しょうゆ、水飴、砂糖、干しあまのり、干しひとえぐさ、でん粉、
はちみつ、鰹節エキス、かきエキス、酵母エキス、カラメル色素、
増粘多糖類、水

小麦、大豆
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