
献　　立
ご飯（千葉県産）

胡麻ロールパン

鯵の塩焼き

朝 ウインナー

厚焼き玉子

大豆を摂ろう　納豆

鉄分いっぱいひじき煮

味噌汁（若布・葱）

食 彩りサラダ

ふりかけ

苺ジャム・マーガリン

オレンジ

ご飯（千葉県産）

鶏照り焼き

昼 菜の花和風スパゲティ

メンチカツ

おくら煮

食 味噌汁(白菜）

温野菜サラダ

パイナップル

ご飯（千葉県産）

チーズインハンバーグ
デミグラソース

夕 海老フライ

フライドポテト

南瓜素揚げ

食 カルボナーラ風スパサラダ

ブロッコリー

コンソメスープ

ブルーベリーゼリー

■ドレッシングは、全8種・・・原材料は、ホームページでご確認いただけます。また、食堂内にも掲示してあります。
※代替食のお持込や一部除去や差し替え食をご希望の場合は、必ず事前に必要書類をFAXにてお送り下さい。折り返し確認のご連絡を致します。（持込代替食は、当日食堂にて保管し食事の時間に温めてご提供出来ます。）

①　献立・原材料表 【　提供日：2021年1月～3月の1.5.9.13.17.21.25.29日　】　　　※調理・揚げ油は、大豆を使用しています。
原　　材　　料

マカロニ（小麦）マヨネーズ（卵・乳）植物油脂・チーズ・クリーム・脱脂粉乳・乳蛋白・バターオイル・食塩・ぶどう糖果糖液糖・マルトオリゴ糖・醸造酢・食塩・ぶどう糖調味料・植物油脂・チーズフード・チキンエキスパウダー・チーズ加工品・香辛料・
酵母エキスパウダー・植物油脂・増粘剤・加工でん粉・キサンタンガム・アミノ酸等・・乳化剤・カロチノイド色素・クエン酸・香辛料抽出物・一部に卵・乳成分・小麦・大豆・鶏肉・豚肉含む

ブロッコリー・塩

玉葱・コンソメ顆粒（食塩・乳糖・砂糖・食用油脂・醤油・蛋白加水分解物・ﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ・玉葱・牛肉・酵母ｴｷｽ・香辛料・ﾁｷﾝﾌｧｯﾄ・ｱﾐﾉ酸・酸味料・ｶﾗﾒﾙ色素・一部に大豆・小麦を含む）塩・胡椒・水

果糖ぶどう糖液糖・ブルーベリー果汁・酸味料・ゲル化剤・加工でん粉・野菜色素・カラメル色素・ビタミンC・クエン酸鉄・香料・水

ハヤシ（盛付選択自由）
豚肉・じゃが芋・玉葱・人参[ルウ]パーム油・菜種油・小麦粉・でん粉・砂糖・ソテードオニオン・食塩・マッシュルームブイヨン（大豆）トマトソースパウダー（豚肉）バナナ・ソースパウダー（乳・大豆・リンゴ）トマトパウダー・ミルポワパウダー・デキストリン・砂糖・食塩・玉
葱エキス・ソテードオニオン・人参エキス・セロリ・その他（鶏肉・大豆）粉末醤油（小麦・大豆）香辛料・濃縮醤油（大豆・小麦）白菜エキスパウダー・カラメル色素・唐辛子色素・調味料・乳化剤・酸味料・香料（豚肉・大豆）香辛料抽出物

※厨房では、アレルギーに対応する特別な保管場所や設備が無いため、一般の食材と同じ取扱いになります。また、コンタミンやごく微量の摂取でもアナフィラキシーショック等重篤な症状を起こす可能性のある方は、万が一の事を考慮して厨房での調理は
控えさせていただいておりますのでご容赦ください。

千葉県産こしひかり
鶏肉・牛肉・豚肉・植物性たん白（大豆）玉葱・パン粉（小麦・乳・大豆・全卵）チーズ（乳）牛乳・牛脂・植物油脂・水飴・でん粉・コラーゲン（豚肉）水・調味料・醤油（小麦・大豆）砂糖・食塩・香辛料・増粘剤・アミノ酸等・リン酸塩・着色料・香料・
酸味料・焼成Ca・粉状植物性たん白（大豆）加工でん粉・タマリンド・炭酸Ca・乳化剤・酢酸・香料（乳成分）［ソース］小麦・トマトケチャップ・ラード・トマトペースト・ビーフエキス（大豆・小麦・豚肉・牛肉）ビーフ調味料・砂糖・食塩・酵母エキス調製
品・牛肉・乾燥玉葱・赤ワイン・炒め玉葱（豚肉）酵母エキスパウダー・バター（乳）香辛料（大豆）加工でん粉・カラメル・アミノ酸等・香辛料抽出物・菜種油・牛脂豚脂混合油・デキストリン・味噌（大豆）ぶどう糖・ブラウンルウ・オニオンパウダー・
ガーリックパウダー・酵母エキス加工品・野菜エキス

バナメイ（エビ）パン粉（小麦）小麦粉（小麦・乳・鯖）砂糖・粉末卵白・植物油脂・食塩・コーンスターチ・粉末鶏卵・粉末状植物性たん白（大豆）加工でん粉・調味料（アミノ酸）ベーキングパウダー・増粘剤・焼成カルシウ
ム・乳化剤（大豆）香辛料抽出物・水

じゃが芋・植物油脂（大豆）食塩・ぶどう糖・香辛料抽出物・ピロリン酸ナトリウム

南瓜・塩[揚油]植物油（大豆）

鶏肉・豚肉・玉葱・パン粉（小麦・乳・大豆）でん粉（大豆）粒状植物性たん白（大豆）豚脂（豚肉）砂糖・中濃ソース（リンゴ）醤油（小麦・大豆）食塩・ポークブイヨン・粉末醤油（小麦・大豆）ラード・デキストリン・香辛料・ポークエキス・ゼラチン・蛋白
加水分解物・香味料（小麦・大豆）酵母エキス［衣］パン粉（小麦・乳・大豆）植物油脂（大豆）小麦粉・粉末状たん白（大豆）デキストリン・粉末卵白・加工でん粉・アミノ酸等・キサンタンガム・カロチノイド色素・水

おくら・おかか・醤油（小麦・大豆）酒・ミリン

白菜［味噌］大豆・米・食塩・酒精［出汁］アミノ酸等・食塩・砂糖・鰹節粉末・かつおエキス・酵母エキス・でん粉

温野菜：ブロッコリー・カリフラワー・ニンジン

パイナップル　※仕入れの都合によっては、缶詰のパインを使用

胡麻・鶏卵・砂糖・小麦粉・乳糖・食塩・大豆加工品・海苔・こしあん・鯖削り節・ﾏｰｶﾞﾘﾝ（乳・大豆）・ﾊﾟｰﾑ油・海藻ｶﾙｼｳﾑ・ﾁｷﾝ・鰹・魚介・酵母・鶏肉・澱粉・鶏脂・脱脂粉乳・醤油（大豆・小麦）大豆蛋白・抹茶・あお
さ・ぶどう糖・果糖液糖・卵黄油･イースト・みりん・なたね油・バター・大豆油・ｱﾐﾉ酸・ｶﾛﾁﾉｲﾄﾞ色素・ﾋﾞﾀﾐﾝE

［苺ジャム］水飴・砂糖・いちご・リンゴ・ペクチン（リンゴ）・酸味料・香料［マーガリン］食用植物油脂・食用精製加工油脂・粉乳・食塩・水・乳化剤（大豆由来）・香料・カロチン・ビタミンA

オレンジ

[ご飯]千葉県産こしひかり

鶏肉・醤油（小麦・大豆）みりん・砂糖・酒

［麺］スパゲティ（デュラム小麦のｾﾓﾘﾅ）［具・ソース］菜の花・パプリカ・キャベツ・玉ねぎ・玉葱・薄口醤油（小麦・大豆）・食塩・胡椒・味の素

豚肉・鶏肉・豚脂肪・粉末水あめ・ぶどう糖・砂糖・大豆たん白・食塩・たんぱく加水分解物・香辛料・酵母エキス・加工でん粉・カゼインNa・アミノ酸・リン酸塩・保存料ソルビン酸他・酸化防止剤・香辛料抽出物・発色剤・
アトナー・原材料の一部に乳・牛肉を含む

鶏卵・砂糖・だし汁（しょうゆ・米発酵調味料・食塩・鰹節粉末・その他）澱粉・酒精・植物油・ｱﾐﾉ酸・一部に小麦・大豆を含む

大豆・大豆菌［タレ］醤油（小麦・大豆）植物蛋白加水分解物・砂糖混合ぶどう糖果糖液糖・加糖ぶどう糖液糖・醸造酢・食塩・ミリン・鰹エキス・砂糖・アミノ酸等【辛子】食塩・醸造酢・還元水飴・ウコン・増粘多糖類

ひじき・人参・大豆・油揚（大豆）蒟蒻・醤油（小麦・大豆）・砂糖・ぶどう糖果糖液糖・本みりん・食塩・かつおだし・調味料（アミノ酸）

若布・長葱［味噌］大豆・米・食塩・酒精［出汁］アミノ酸等・食塩・砂糖・鰹節粉末・かつおエキス・酵母エキス・でん粉

レタス・キャベツ・人参

千葉県産こしひかり

小麦・砂糖・ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞ・全卵・マーガリン（乳）・ごま・イースト・食塩・脱脂粉乳・ライ麦・アセロラパウダー・乳化剤・香料（乳）ｶﾛﾁﾉｲﾄﾞ色素・調整水・一部に大豆含む

あじ・食塩・調整剤・グリシン・トレハロース・V.C・水



献　　立
ご飯（千葉県産）

胡麻ロールパン

肉団子甘酢あえ

豆腐

朝 炒り卵

大豆を摂ろう　納豆

スパゲティサラダ

味噌汁（ほうれん草）

食 彩りサラダ

ふりかけ

苺ジャム・マーガリン

ヨーグルト

ご飯（千葉県産）

豚肉と野菜のオイスターソース炒め

昼 野菜コロッケ

豆腐焼売

おかず豆

すまし汁（豆腐・若布）

食 温野菜サラダ

オレンジ

ご飯（千葉県産）

ヒレカツ

夕 白身魚ソテー

おでん（3品）

ブロッコリーと豚肉炒め

酢の物

生野菜サラダ

食 オニオンスープ

コーヒー牛乳プリン

■ドレッシングは、全8種・・・原材料は、ホームページでご確認いただけます。また、食堂内にも掲示してあります。
※代替食のお持込や一部除去や差し替え食をご希望の場合は、必ず事前に必要書類をFAXにてお送り下さい。折り返し確認のご連絡を致します。（持込代替食は、当日食堂にて保管し食事の時間に温めてご提供出来ます。）

ブルーダックカレー（盛付選択自由）

※厨房では、アレルギーに対応する特別な保管場所や設備が無いため、一般の食材と同じ取扱いになります。また、コンタミンやごく微量の摂取でもアナフィラキシーショック等重篤な症状を起こす可能性のある方は、万が一の事を考慮して厨房での調理は
控えさせていただいておりますのでご容赦ください。

②　献立・原材料表 【　提供日：2021年1月～3月の2.6.10.14.18.22.26.30日　】　※調理・揚げ油は、大豆を使用しています。

千葉県産こしひかり
豚肉・小麦粉・卵・塩・胡椒・粉末状植物性たん白（大豆）乾燥卵白・食塩・トレハロース・リン酸塩・増粘多糖類・加工でん粉・アミノ酸等・㏗調整剤・乳化剤［衣］生パン粉（小麦粉・ショートニング・イースト・ぶどう糖・食塩・澱粉・大豆粉・イースト
フード・VC）植物油脂・水溶性植物繊維・加工でん粉・増粘多糖類・乳化剤（大豆）

鰆・清酒・還元水あめ・食塩・㏗調整剤・小麦粉・塩・胡椒・バター（乳）

大根・竹輪（魚肉・澱粉・植物油脂・食塩・ぶどう糖・砂糖・発酵調味料・加工でん粉・炭酸Ca・アミノ酸等）玉子[汁]ラーメンスープの素（醤油・食塩・ﾎﾟｰｸｴｷｽ・魚介エキス・葱・玉葱・昆布ｴｷｽﾊﾟｳﾀﾞｰ・にんにく・酵母ｴｷｽﾊﾟｳﾀﾞｰ・生姜・ｱﾐﾉ酸・ｶ
ﾗﾒﾙ色素）

デキストリン・食塩・食用油脂・玉ねぎエキス・チーズ（乳）・酵母エキス・でん粉・砂糖・野菜エキス・たまねぎ・肉エキス（ビーフ・チキン）醤油（小麦・大豆）香辛料・アミノ酸等・カラメル色素・酸味料

玉葱・人参・枝豆・とうもろこし・豆腐・魚肉すり身・なたね油・豆乳・粉末状大豆たん白・砂糖・食塩・酵母エキス・発酵調味料（小麦）乾燥ひじき・香辛料・加工でん粉［皮］小麦粉・還元澱粉分解物・加工でん粉・水

大豆・昆布・砂糖・還元水あめ・醤油（小麦・大豆）食塩・鰹だし・水・環状ｵﾘｺﾞ糖

豆腐（大豆・にがり・消泡剤）若布［出汁］アミノ酸等・食塩・砂糖・鰹節粉末・かつおエキス・酵母エキス・でん粉・薄口醤油（大豆・小麦・食塩・アルコール・他）酒・塩

温野菜：ブロッコリー・カリフラワー・ニンジン

オレンジ

胡麻・鶏卵・砂糖・小麦粉・乳糖・食塩・大豆加工品・海苔・こしあん・鯖削り節・ﾏｰｶﾞﾘﾝ（乳・大豆）・ﾊﾟｰﾑ油・海藻ｶﾙｼｳﾑ・ﾁｷﾝ・鰹・魚介・酵母・鶏肉・澱粉・鶏脂・脱脂粉乳・醤油（大豆・小麦）大豆蛋白・抹茶・あおさ・ぶどう糖・果糖液糖・卵
黄油･イースト・みりん・なたね油・バター・大豆油・ｱﾐﾉ酸・ｶﾛﾁﾉｲﾄﾞ色素・ﾋﾞﾀﾐﾝE

鶏肉・玉葱・じゃが芋・人参[ルウ］小麦粉・牛脂豚脂混合油・食用油脂（パーム油・なたね油）砂糖・でん粉・食塩・カレー粉・デキストリン・さつま芋パウダー・酵母パウダー・白菜エキスパウダー・香辛料・ロールとキャベツパウダー・ローストオニオンパウダー・カラメ
ル色素・牛豚脂混合油脂・はちみつ・リンゴペースト・砂糖・ホワイトルウ・バナナペースト・カレーパウダー・チャツネ（リンゴ・大豆）かぼちゃペースト・食塩・酵母エキス（大豆・小麦）トマトペースト・にんじんペースト・チーズ・全粉乳・ビーフエキス・チキンエキス・ソテー
オニオン（大豆）でん粉・アスパラガスペースト・ガーリックペースト（大豆）しょうがペースト・ブロッコリーペースト・香辛料・調味料（アミノ酸等）酸味料・香料（リンゴ）ウスターソース（大豆・リンゴ）全粉乳・ビーフエキス・チキンエキス・甘味料（甘草）

糖類（果糖ぶどう糖液糖）水飴・牛乳・デキストリン・インスタントコーヒー・加工でん粉・ゲル化剤・水

ブロッコリー・豚肉・もやし・キャベツ・玉葱［ソース］薄口醤油（小麦・大豆・食塩・アルコール・他）・塩

わかめ・白きくらげ・赤つのまた・青つのまた・レタス・胡瓜［三杯酢］酢・昆布・砂糖

キャベツ・胡瓜・人参

［苺ジャム］水飴・砂糖・いちご・リンゴ・ペクチン（リンゴ）・酸味料・香料［マーガリン］食用植物油脂・食用精製加工油脂・粉乳・食塩・水・乳化剤（大豆由来）・香料・カロチン・ビタミンA

乳製品・砂糖・ミルクカルシウム・寒天

[ご飯]千葉県産こしひかり

豚肉・キャベツ・玉葱・人参・もやし・パプリカ・キクラゲ［オイスターソース］砂糖・かきエキス・たん白加水分解物（大豆）食塩・でん粉・昆布エキス・アミノ酸等・酒精・カラメル色素・水

馬鈴薯・砂糖・玉葱・乾燥ﾏｯｼｭﾎﾟﾃﾄ・粉状植物性大豆蛋白・鶏肉・大豆油脂・醤油（小麦・大豆）食塩・ﾁｷﾝｴｷｽ・香辛料・酵母ｴｷｽ・ｱﾐﾉ酸・ｺｺｱ・[衣]ﾊﾟﾝ粉（小麦・乳・大豆）でん粉・小麦粉・ぶどう糖・粉末状植物性大豆蛋白・ｸﾞｧｰｶﾞﾑ・ｱﾐﾉ
酸・乳化剤（乳）・水

丸大豆・凝固剤・海水塩化マグネシウム（にがり）

鶏卵・植物油脂（大豆）・砂糖・食塩・澱粉粉末調味料・加工澱粉・清水

大豆・大豆菌［タレ］醤油（小麦・大豆）植物蛋白加水分解物・砂糖混合ぶどう糖果糖液糖・加糖ぶどう糖液糖・醸造酢・食塩・ミリン・鰹ｴｷｽ・砂糖・ｱﾐﾉ酸等［辛子］食塩・醸造酢・還元水飴・ウコン・増粘多糖類

ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ（小麦）半固体状ﾄﾞﾚｯｼﾝｸ（小麦・卵・乳・大豆）人参・粉末水あめ・砂糖・食塩・醸造酢・食用植物油脂（大豆）・加工でん粉・増粘多糖類・アミノ酸等・酵素（大豆）香辛料抽出物・水

ほうれん草・［味噌］大豆・米・食塩・酒精［出汁］アミノ酸等・食塩・砂糖・鰹節粉末・かつおエキス・酵母エキス・でん粉

レタス・キャベツ・人参

原　　材　　料
千葉県産こしひかり

小麦・砂糖・ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞ・全卵・マーガリン（乳）・ごま・イースト・食塩・脱脂粉乳・ライ麦・アセロラパウダー・乳化剤・香料（乳）ｶﾛﾁﾉｲﾄﾞ色素・調整水・一部に大豆含む

鶏肉・玉ねぎ・砂糖・醤油（小麦・大豆）粒状植物性たん白（大豆）パン粉（小麦）イヌリン・醸造酢（小麦）チキンエキス（小麦・ごま・大豆・鶏肉）粉末状植物性たん白（大豆）植物油（ごま）食塩・香辛料・加工でん粉・増粘剤・クエン酸・水・なたね
油



献　　立
ご飯（千葉県産）

胡麻ロールパン

鯖の塩焼き

朝 ウインナー

オムレツ

大豆を摂ろう　納豆

さつまいもレモン煮

味噌汁（豆腐・油揚げ）

食 彩りサラダ

ふりかけ

苺ジャム・マーガリン

オレンジ

ご飯（千葉県産）

鶏天麩羅

昼 揚げ出し豆腐

南瓜天麩羅

金時豆

食 味噌汁（小松菜）

温野菜サラダ

パイナップル

ご飯（千葉県産）

チキンステーキ

夕 鰤フライ

焼きそば

大学芋

食 トマトペンネサラダ

生野菜サラダ

青りんごゼリー

■ドレッシングは、全8種・・・原材料は、ホームページでご確認いただけます。また、食堂内にも掲示してあります。

※代替食のお持込や一部除去や差し替え食をご希望の場合は、必ず事前に必要書類をFAXにてお送り下さい。折り返し確認のご連絡を致します。（持込代替食は、当日食堂にて保管し食事の時間に温めてご提供出来ます。）

リンゴ果汁（濃縮還元）砂糖・ぶどう糖果糖液糖・砂糖・ぶどう糖・水・ゲル化剤・酸味料・ビタミンC・クエン酸・香料・クチナシ色素・ビタミンB2色素

シチュー（盛付選択自由）
鶏肉・玉葱・じゃが芋・人参［ルー］小麦粉・植物油脂・砂糖・でん粉・食塩・デキストリン・全粉乳・脱脂粉乳・乳糖加工品・玉葱加工品・オニオンパウダー・チーズパウダー・酵母エキス・チキンブイヨンパウダー・野菜エキス・ポークエキス・醤油加
工品・香辛料・調味油・バターミルクパウダー/調味料（アミノ酸）香料・乳化剤・酸味料・酸化防止剤※原材料の一部に乳製品・小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む

※厨房では、アレルギーに対応する特別な保管場所や設備が無いため、一般の食材と同じ取扱いになります。また、コンタミンやごく微量の摂取でもアナフィラキシーショック等重篤な症状を起こす可能性のある方は、万が一の事を考慮して厨房での調理は
控えさせていただいておりますのでご容赦ください。

鰤・油脂加工（植物油脂・砂糖）清酒・還元水あめ・食塩・㏗調整剤（大豆）塩・胡椒［衣］生パン粉（小麦粉・ショートニング・イースト・ぶどう糖・食塩・澱粉・大豆粉・イーストフード・VC）卵・水※場合によっては、鱈を使用

小麦粉・植物油脂・食塩・グリシン・かんすい・乳化剤・クチナシ色素・保存料（しらこたん白※鮭由来）水［ソース］糖類・醸造酢・野菜・果実（もも・りんご）醤油（小麦・大豆）食塩・アミノ酸液（大豆）香辛料（大豆）オイス
ターソース（大豆）マッシュルーム・肉エキス（鶏肉・豚肉）酵母エキス（大豆）魚肉エキス・帆立エキス・昆布・海老エキス（海老・大豆）水・カラメル色素・増粘剤・アミノ酸等

さつま芋・植物油脂・砂糖・水飴・還元水あめ・ポリデキストロース・ファットスプレッド・糖加工品・はちみつ・ゴマ・蛋白加水分解物・トレハロース・カラメル色素・乳化剤（原材料の一部に小麦・大豆・ゴマを含む）

マカロニ（小麦）トマトケチャップ・玉ねぎ・人参・トマトペースト・醸造酢（りんご）オニオンエキス・マルトオリゴ糖・砂糖・植物油脂（大豆）食塩・ポーク・チキンエキス・ｶﾞｰﾘｯｸﾍﾟｰｽﾄ・香辛料・加工でん粉・キサンタンガム・アミノ酸等・酢酸ナトリウム・グリ
シン・水

キャベツ・胡瓜・人参

小松菜［味噌］大豆・米・食塩・酒精［出汁］アミノ酸等・食塩・砂糖・鰹節粉末・かつおエキス・酵母エキス・でん粉

温野菜：ブロッコリー・カリフラワー・ニンジン

パイナップル　※仕入れの都合によっては、缶詰のパインを使用料・香料

千葉県産こしひかり

鶏肉・塩・胡椒[オニオンソース]砂糖・玉ねぎ・醤油（小麦・大豆）アミノ酸液（大豆）リンゴパルプ・果糖ぶどう糖液糖・乾燥玉ねぎ・還元水あめ・オニオンソテー・鰹節エキス（小麦）レモン果汁・でん粉・食塩・発酵調味
料・醸造酢（リンゴ）柚果汁・蛋白加水分解物（小麦）大豆油・生姜・昆布エキス・カラメル色素・酸化防止剤・キサンタンガム・水

③　献立・原材料表 【　提供日：2021年1月～3月の3.7.11.15.19.23.27.31日　】　※調理・揚げ油は、大豆を使用しています。

南瓜[衣]小麦粉・でん粉・パンプキンパウダー・卵黄紛・ベーキングパウダー・カロテン・水

金時豆・砂糖・水あめ・食塩・ソルビトール・㏗調整剤　※同一工場内で小麦・あわび・さけ・りんご・卵・オレンジ・鯖・ｾﾞﾗﾁﾝ・胡麻・大豆・牛肉・くるみ・鶏肉・えび・豚肉・蟹・まつたけを使用しています。

［苺ジャム］水飴・砂糖・いちご・リンゴ・ペクチン（リンゴ）・酸味料・香料［マーガリン］食用植物油脂・食用精製加工油脂・粉乳・食塩・水・乳化剤（大豆由来）・香料・カロチン・ビタミンA

オレンジ

[ご飯]千葉県産こしひかり

鶏ムネ肉・チキンブイヨン・水・でん粉・醤油（小麦・大豆）味付けタレ（醤油（小麦・大豆）酒・砂糖・醸造酢・食塩・酵母エキス）生姜・胡椒・みりん・卵白粉・食塩・増粘剤・アミノ酸等・ポリリン酸・ソルビトール・香辛料抽出物（大豆）[衣]小麦粉・で
ん粉・パンプキンパウダー・卵黄紛・ベーキングパウダー・カロテン・水

[豆腐]大豆・水・加工でん粉・豆腐用凝固剤（大豆）水[衣]でん粉・小麦たん白・大豆粉［あん］醤油（小麦・大豆）酒・みりん・鰹節

胡麻・鶏卵・砂糖・小麦粉・乳糖・食塩・大豆加工品・海苔・こしあん・鯖削り節・ﾏｰｶﾞﾘﾝ（乳・大豆）・ﾊﾟｰﾑ油・海藻ｶﾙｼｳﾑ・ﾁｷﾝ・鰹・魚介・酵母・鶏肉・澱粉・鶏脂・脱脂粉乳・醤油（大豆・小麦）大豆蛋白・抹茶・あおさ・ぶどう糖・果糖液糖・卵
黄油･イースト・みりん・なたね油・バター・大豆油・ｱﾐﾉ酸・ｶﾛﾁﾉｲﾄﾞ色素・ﾋﾞﾀﾐﾝE

豚肉・鶏肉・豚脂肪・粉末水あめ・ぶどう糖・砂糖・大豆たん白・食塩・たんぱく加水分解物・香辛料・酵母エキス・加工でん粉・カゼインNa・アミノ酸・リン酸塩・保存料ソルビン酸他・酸化防止剤・香辛料抽出物・発色剤・
アトナー・原材料の一部に乳・牛肉を含む
鶏卵・玉葱・人参・牛肉・豚肉・粉状植物性大豆蛋白・砂糖・でんぷ粉・植物油・食塩・醤油（小麦・大豆）ラード・ﾁｷﾝｺﾝｿﾒﾊﾟｳﾀﾞｰ（乳成分・鶏肉）ﾎﾟｰｸｴｷｽ・香辛料（大豆）加工澱粉・増粘剤・アミノ酸・酸味料・ｶﾛﾁﾉｲ
ﾄﾞ色素・水

大豆・大豆菌[タレ]醤油（小麦・大豆）植物蛋白加水分解物・砂糖混合ぶどう糖果糖液糖・加糖ぶどう糖液糖・醸造酢・食塩・ミリン・鰹ｴｷｽ・砂糖・ｱﾐﾉ酸等[辛子]食塩・醸造酢・還元水飴・ウコン・増粘多糖類

さつま芋・糖類（砂糖・ぶどう糖果糖液糖・水あめ）レモン果汁・醸造酢・食塩・グリシン・加工でん粉・香料・清水

豆腐（丸大豆・凝固剤・海水塩化マグネシウム（にがり）・油揚（大豆・にがり・消泡剤・菜種油）［味噌］大豆・米・食塩・酒精［出汁］アミノ酸等・食塩・砂糖・鰹節粉末・かつおエキス・酵母エキス・でん粉

レタス・キャベツ・人参

原　　材　　料
千葉県産こしひかり

小麦・砂糖・ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞ・全卵・マーガリン（乳）・ごま・イースト・食塩・脱脂粉乳・ライ麦・アセロラパウダー・乳化剤・香料（乳）ｶﾛﾁﾉｲﾄﾞ色素・調整水・一部に大豆含む

鯖・塩



献　　立
ご飯（千葉県産）

胡麻ロールパン

肉団子シャリアビンソース

豆腐

朝 スクランブルエッグ

大豆を摂ろう　納豆

マカロニサラダ

味噌汁（しめじ）

食 彩りサラダ

ふりかけ

苺ジャム・マーガリン

ヨーグルト

ご飯（千葉県産）

すき焼きコロッケ

昼 焼うどん

野菜炒め

おかず豆

食 若布すまし汁

温野菜サラダ

オレンジ

ご飯（千葉県産）

牛丼

夕 ハムカツ

厚揚煮

ひじきサラダ

食 生野菜サラダ

豚汁

プリン

■ドレッシングは、全8種・・・原材料は、ホームページでご確認いただけます。また、食堂内にも掲示してあります。
※代替食のお持込や一部除去や差し替え食をご希望の場合は、必ず事前に必要書類をFAXにてお送り下さい。折り返し確認のご連絡を致します。（持込代替食は、当日食堂にて保管し食事の時間に温めてご提供出来ます。）

ブルーダックカレー（盛付選択自由）
鶏肉・玉葱・じゃが芋・人参[ルウ］小麦粉・牛脂豚脂混合油・食用油脂（パーム油・なたね油）砂糖・でん粉・食塩・カレー粉・デキストリン・さつま芋パウダー・酵母パウダー・白菜エキスパウダー・香辛料・ロールとキャベツパウダー・ローストオニオンパウダー・カラメ
ル色素・牛豚脂混合油脂・はちみつ・リンゴペースト・砂糖・ホワイトルウ・バナナペースト・カレーパウダー・チャツネ（リンゴ・大豆）かぼちゃペースト・食塩・酵母エキス（大豆・小麦）トマトペースト・にんじんペースト・チーズ・全粉乳・ビーフエキス・チキンエキス・ソテー
オニオン（大豆）でん粉・アスパラガスペースト・ガーリックペースト（大豆）しょうがペースト・ブロッコリーペースト・香辛料・調味料（アミノ酸等）酸味料・香料（リンゴ）ウスターソース（大豆・リンゴ）全粉乳・ビーフエキス・チキンエキス・甘味料（甘草）

※厨房では、アレルギーに対応する特別な保管場所や設備が無いため、一般の食材と同じ取扱いになります。また、コンタミンやごく微量の摂取でもアナフィラキシーショック等重篤な症状を起こす可能性のある方は、万が一の事を考慮して厨房での調理は
控えさせていただいておりますのでご容赦ください。

大豆・昆布・砂糖・還元水あめ・醤油（小麦・大豆）食塩・鰹だし・水・環状ｵﾘｺﾞ糖

鶏肉・豚肉・豚脂・でん粉（小麦）粉末状大豆たん白・水あめ・食塩・還元水あめ・卵たん白・乳たん白・香辛料（大豆）ポークパウダー・玉ねぎ・加工でん粉・調整剤・アミノ酸等・酸化防止剤・リン酸塩・発色剤・コチニール色素・ グリシン・水［衣］パ
ン粉（小麦・乳・大豆）バッターミックス・加工でん粉・増粘剤・乳化剤・水

厚揚げ（大豆・にがり・消泡剤・菜種油）醤油（小麦・大豆）みりん・酒・砂糖

蓮根・ひじき・醤油（小麦・大豆）大豆・人参・砂糖・胡麻・鰹節・醸造酢（りんご）グリシン・アミノ酸・加工でん粉・キサンタンガム・水

キャベツ・胡瓜・人参

豚肉・大根・人参・蒟蒻・葱・牛蒡・胡麻油・［味噌］大豆・米・食塩・酒精［出汁］アミノ酸等・食塩・砂糖・鰹節粉末・かつおエキス・酵母エキス・でん粉

砂糖・水飴・ぶどう糖果糖液糖・ショートニング（大豆）脱脂粉乳（乳・乳製品）・加糖卵黄・牛乳・加糖練乳・卵黄加工品・食塩・ｹﾞﾙ化剤・香料（乳・乳製品）着色料（ｾﾞﾗﾁﾝ）乳化剤・水

温野菜：ブロッコリー・カリフラワー・ニンジン

オレンジ

千葉県産こしひかり

牛肉・玉葱・白滝・醤油（小麦・大豆）みりん・酒・砂糖

乳製品・砂糖・ミルクカルシウム・寒天

千葉県産こしひかり

馬鈴薯・玉葱・砂糖・粉末状植物性たん白（大豆）醤油（小麦・大豆）白滝・水・小麦粉加工品・牛肉・植物油脂（大豆）食塩・みりん・㏗調整剤・香料（小麦・大豆）［衣］パン粉（小麦・乳・大豆）水・でん粉・小麦粉・ぶどう糖・増粘剤・㏗調整剤・粉
末状植物性たん白（大豆）アミノ酸等・乳化剤（乳）・カラメル/ココア色素

[麺]小麦粉・食塩・加工でん粉・酸味料・水・大豆油[具]豚肉・ｷｬﾍﾞﾂ・もやし・人参・パプリカ[ｿｰｽ]糖類・醸造酢・野菜・果実（もも・りんご）醤油（小麦・大豆）食塩・アミノ酸液（大豆）香辛料（大豆）オイスターソース（大豆）マッシュルーム・肉エキ
ス（鶏肉・豚肉）酵母エキス（大豆）魚肉エキス・帆立エキス・昆布・海老エキス（海老・大豆）水・カラメル色素・増粘剤・アミノ酸等・ウスターソース（醸造酢・ぶどう糖果糖液糖・砂糖・食塩・玉葱・ﾄﾏﾄ・ﾘﾝｺﾞｴｷｽ・ｵｲｽﾀｰｴｷｽ・ｶﾗﾒﾙ色素・ｱﾐﾉ酸）

キャベツ・玉葱・人参・もやし・パプリカ・豚肉・薄口醤油（大豆・小麦）・塩・胡椒・味の素

わかめ［出汁］アミノ酸等・食塩・砂糖・鰹節粉末・かつおエキス・酵母エキス・でん粉・薄口醤油（小麦・大豆・食塩・アルコール・他）酒・塩

大豆・大豆菌［タレ］醤油（小麦・大豆）植物蛋白加水分解物・砂糖混合ぶどう糖果糖液糖・加糖ぶどう糖液糖・醸造酢・食塩・ミリン・鰹ｴｷｽ・砂糖・ｱﾐﾉ酸等［辛子］食塩・醸造酢・還元水飴・ウコン・増粘多糖類

マカロニ（デュラム小麦のセモリナ）マヨネーズ（大豆・卵・小麦）半固体状ドレッシング（小麦・卵・大豆）胡瓜・玉ねぎ・人参・砂糖・乳糖・卵・食塩・食用油脂（大豆）アミノ酸等・増粘剤・酵素・香辛料抽出物・水

しめじ・玉葱・［味噌］大豆・米・食塩・酒精［出汁］アミノ酸等・食塩・砂糖・鰹節粉末・かつおエキス・酵母エキス・でん粉

レタス・キャベツ・人参

胡麻・鶏卵・砂糖・小麦粉・乳糖・食塩・大豆加工品・海苔・こしあん・鯖削り節・ﾏｰｶﾞﾘﾝ（乳・大豆）・ﾊﾟｰﾑ油・海藻ｶﾙｼｳﾑ・ﾁｷﾝ・鰹・魚介・酵母・鶏肉・澱粉・鶏脂・脱脂粉乳・醤油（大豆・小麦）大豆蛋白・抹茶・あおさ・ぶどう糖・果糖液糖・卵
黄油･イースト・みりん・なたね油・バター・大豆油・ｱﾐﾉ酸・ｶﾛﾁﾉｲﾄﾞ色素・ﾋﾞﾀﾐﾝE

［苺ジャム］水飴・砂糖・いちご・リンゴ・ペクチン（リンゴ）・酸味料・香料［マーガリン］食用植物油脂・食用精製加工油脂・粉乳・食塩・水・乳化剤（大豆由来）・香料・カロチン・ビタミンA

原　　材　　料
千葉県産こしひかり

小麦・砂糖・ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞ・全卵・マーガリン（乳）・ごま・イースト・食塩・脱脂粉乳・ライ麦・アセロラパウダー・乳化剤・香料（乳）ｶﾛﾁﾉｲﾄﾞ色素・調整水・一部に大豆含む

鶏肉・玉葱・粉状植物性たん白（大豆）パン粉（小麦）粉末状大豆たん白・砂糖・醤油（小麦・大豆）野菜エキス調味料（小麦・大豆・豚肉）香辛料（小麦）チキンブイヨン調味料・オニオンエキスパウダー・乾椎茸粉末・植物油脂・加工でん粉［ソー
ス］玉葱・砂糖・醤油（小麦・大豆）みりん・醸造酢（小麦）植物油脂（ニンニクペースト・油脂加工品・ラード・オニオンパウダー）おろし生姜・酵母エキスパウダー・加工でん粉・カラメル色素・無機塩・なたね油・調整水等

丸大豆・凝固剤・海水塩化マグネシウム（にがり）

鶏卵・食用植物油脂・牛乳・粉末水あめ・醸造酢・食塩・ゼラチン・還元水あめ・加工でん粉・キサンタンガム・アミノ酸・調整剤・カロチノイド色素・香料（乳）・水

④　献立・原材料表 【　提供日：2021年1月～3月の4.8.12.16.20.24.28日　】　※調理・揚げ油は、大豆を使用しています。


