
※１　全コース（A・B・中）で使用する加工食品等を掲載しています。
※２　納入業者から提出された配合表に基づいて作成しています。
　　　　（特定原材料に準ずるもの21品目は、特定原材料に準じた表示が推奨されていますが、
　　　　表示されない場合があります。）
※３　原材料100％のものについては記載していません。
      （ただし、献立表の材料名だけでは判断しにくいものについては載せています。）
※４　アレルギー物質の有無について 
　　　●印…原材料でアレルギー物質を使用しているもの
　　　△印…原材料ではアレルギー物質を使用していないが、製造工場内コンタミネーションが
　　　　　　　 想定できるもの
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冷凍カット
　　　油揚げ

大豆、植物油脂、凝固剤、水、
消泡剤

●大豆

カットわかめ 湯通し塩蔵わかめ △ △
※本品の原料はえび・
かにの混ざる漁法で採
取しております。

さけ切り身
（1％塩分）

さけ、食塩 ●さけ

さつま揚げ
（卵白抜)

魚肉すり身（たちうお、すけそう
たら、他）、馬鈴薯澱粉、砂糖、
みりん、食塩、ぶどう糖、揚げ油
（食用なたね油）、加水

△ △ △ △ △

△いか△さけ
△大豆△鶏肉
△豚肉

△ゼラチン

ベーコン
　（短冊切り）

豚かた肉、食塩、砂糖、香辛料
（ナツメグ、コリアンダー、カルダ
モン、オールスパイス）

●豚肉

冷凍あさり あさり △ △
※二枚貝には、
えび・かにが共生して
います

さけ切り身 さけ ●さけ

シーチキン
　オイル無添加
　　　　　フレーク

きはだまぐろ、でん粉、野菜エキ
ス、食塩、水

あおさすり身
　ボール

たらすり身、小麦でん粉、砂糖、
あおさ、食塩、みりん風調味料、
水

△ △ ● △ △
△豚肉△大豆
△さけ△いか
△ごま

冷凍豆腐
　(ダイスカット)

豆乳、難消化性デキストリン、で
ん粉、豆腐用凝固剤、リン酸カ
ルシウム、酸化防止剤（ビタミン
C）、ピロリン酸第二鉄、水

●大豆

いかステック
アカイカ、甘藷澱粉、こいくち
しょうゆ、生姜、水

● ●いか●大豆
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ツナマヨネーズ
（卵使用）

半固体状ドレッシング（加工でん
紛、キサンタンガム、香辛料抽
出物）、きはだまぐろ、たまね
ぎ、コーンスターチ、食塩、香辛
料、増粘剤（キサンタンガム）、
水

● ●大豆

手巻きのり
　（５枚入り）

乾のり △ △ △

△大豆△さば
※本品の原材料はえ
び・かにが生息してい
る海域で採取していま

す。

ソテー
　オニオン

たまねぎ、植物油脂（菜種）

国産炒り大豆 大豆 △ △ △ △ △

●大豆△いか
△牛肉△くるみ
△鶏肉△豚肉

△ごま△ゼラチン
△カシューナッツ

揚げちりめん
いわし類の稚魚、食用植物油、
食塩

△ △

※原材料のいわし類の
稚魚はえび・かにが混
ざる漁法にて採取して

います。

ハム
  （短冊切り）

豚肉、食塩、砂糖、香辛料（ナツ
メグ、コリアンダー、カルダモン、
オールスパイス）

●豚肉

スパゲティ
     (ハーフ)

デュラム小麦のセモリナ ●

がらスープ
　　　チキン

鶏骨、酵母エキス ●鶏肉

白だし

食塩、しょうゆ、還元水あめ、か
つおだし、かつお節エキス、合
わせだし（かつお節、かつおエ
キス、さば節、煮干しいわし）、
煮干しエキス、こんぶエキス、か
つおエキス、酵母エキス、酒
精、調味料（アミノ酸等）

● ●大豆●さば

焼きちくわ
魚肉すりみ、馬れいしょでん粉、
食用こめ油、砂糖、食塩、大豆
たん白、全糖ぶどう糖、加水

△ △ △ △ ●大豆

あおのり あおさ △ △
※本品の原料はえび・
かにの混ざる漁法で採
取しております。

ハンバーグ

食肉（豚肉）、食肉（鶏肉）、たま
ねぎ、粒状植物性たん白、豚
脂、でん紛、砂糖、トマトケ
チャップ、植物油脂、乾燥マッ
シュポテト、野菜ペースト、香辛
料、オニオンエキスパウダー、
食塩、酵母エキス、水、加工デ
ンプン、炭酸Ca、調味料（無機
塩）、焼成Ca、ピロリン酸鉄、着
色料、硫酸Ca

△ △ △ △ △
●鶏肉●豚肉
●大豆
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特定原材料７品目(表示義務）
特定原材料に準ずる

２１品目
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玄米だんご 玄米

はくさいキムチ

はくさい、たまねぎ、にんじん、
砂糖、食塩、りんご、にんにく、
しょうゆ、昆布エキス、カツオエ
キス、生姜、唐辛子、調味料（ア
ミノ酸等）、香辛料抽出物、酸味
料、トウガラシ色素、ホップ抽出
物、ショ糖脂肪酸エステル

●
●さば●大豆
●りんご

トッポギ
うるち米粉、でん粉、食塩、グリ
シン、PH調整剤

凍結全卵 鶏卵 ●

さば切り身 さば △ △ △ △ △
●さば△いか
△ごま△さけ
△大豆△りんご

すりごま(白） 白ごま ●ごま

カットはるさめ 緑豆でん粉

むき枝豆 冷凍 えだ豆(大袖の舞大豆)、食塩 ●大豆

マカロニ
  (ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ)

デュラム小麦のセモリナ ●

えびポテト
　　グラタン

じゃがいも、でんぷん、乾燥マッ
シュポテト、植物油脂、砂糖、食
塩、コーンフラワー、香辛料、揚
げ油（パーム油）、牛乳、マカロ
ニ、えび、チーズ、玉ねぎ、小麦
粉、バター、魚介エキス、加工
デンプン、増粘剤（アルギン酸
Na、加工デンプン）、キシロー
ス、（調整水）

● ● ● ●大豆

ゆで大豆
　（ドライパック）

大豆、食塩、酸化防止剤（ビタミ
ンC）、塩化カルシウム

●大豆

マッシュルーム
マッシュルーム、酸化防止剤（ビ
タミンC）、㏗調整剤

マスカットゼリー

ぶどう糖果糖液糖、ぶどう果
汁、食物繊維、砂糖、ピロリン酸
鉄、酸味料、ゲル化剤（増粘多
糖類）、香料、乳酸カルシウム

とろけるチーズ ナチュラルチーズ、セルロース ●

フルーツミックス
黄桃、白桃、みかん、パインアッ
プル、砂糖、クエン酸、ビタミンＣ

●もも
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２１品目
（表示推奨）

カクテルゼリー

【りんごゼリー】砂糖・ぶどう糖
果糖液糖、りんご果汁（濃縮還
元）、砂糖、デキストリン、水溶
性食物繊維、寒天、水、
【ぶどうゼリー】ぶどう果汁（濃縮
還元）、砂糖・ぶどう糖果糖液
糖、砂糖、デキストリン、水溶性
食物繊維、寒天、水
【ピーチゼリー】もも果汁（濃縮
還元）、砂糖・ぶどう糖果糖液
糖、砂糖、デキストリン、水溶性
食物繊維、寒天、水
【豆乳ゼリー】砂糖・ぶどう糖果
糖液糖、豆乳、砂糖、デキストリ
ン、水溶性食物繊維、寒天、水
／乳酸Ca、ゲル化剤（増粘多糖
類）、ビタミンC、香料、クチナシ
黄色素、クエン酸鉄Na、クチナ
シ青色素、着色料（ビタミン
B2）、酸味料、紅麹色素、クチナ
シ赤色素、ピロリン酸第二鉄

●りんご●もも
●大豆

コーヒー
　　牛乳の素
　ミルメークコーヒー

果糖ぶどう糖液糖、砂糖、イン
スタントコーヒー、食塩、乳酸Ｃ
ａ、着色料（カラメル）、香料、
V.C、V.B1、V.B2、水

ひとくち水餃子

キャベツ、豚肉、鶏肉、豚脂、ね
ぎ、しょうがペースト、植物油
脂、みりん、清酒、小麦粉、ミッ
クス粉、植物性たん白、大豆
粉、水、調味料（しょうゆ、食塩、
砂糖、酵母エキス、香辛料、加
工デンプン、トレハロース、安定
剤、pH調整剤

△ △ ● △ △
●豚肉●鶏肉
●ごま●大豆

深谷ねぎ
　メンチカツ

パン粉、バッター粉（小麦粉、と
うもろこしでん粉）、加水、玉ね
ぎ、豚肉、鶏肉、深谷ねぎ、パン
粉、豚脂、小麦粉加工品、食
塩、醤油、胡椒、砂糖、しょうが

△ △ ● △
●大豆●豚肉
●鶏肉

生揚げ

丸大豆、植物油（大豆油または
なたね油）、豆腐用凝固剤(硫酸
Ca、塩化Mg)、消泡剤(グリセリ
ン脂肪酸エステル、炭酸Ca、レ
シチン、シリコーン)

●大豆

いりごま（白） 白ごま ●ごま

かにしゅうまい

玉葱、すり身（すけそうだら）、か
に正肉、豚脂、小麦粉（皮）、馬
鈴薯澱粉、生姜、砂糖、食塩、
胡椒、水

● △ ●
●豚肉△ごま
△大豆△鶏肉
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春巻き

豚肉、野菜（にんじん、たまね
ぎ、キャベツ）、植物油脂、豚
脂、しょうゆ、小麦粉、ショートニ
ング、はるさめ、でん粉、しょう
がペースト、ポークブイヨン、
ポークエキス、発酵調味料、酵
母エキス、砂糖、乾燥しいたけ、
たん白加水分解物、香辛料、
【皮】小麦粉、植物油脂、米粉、
粉あめ、ショートニング、食塩、
ソルビトール、乳化剤、クエン酸
鉄Na、増粘剤、キサンタンガ
ム、水

●
●大豆●豚肉

彩り団子

鶏肉、玉ねぎ、いとよりすり身、
えだまめ、とうもろこし、豚背脂、
にんじん、パン粉、でん粉、粉末
状植物性たん白、砂糖、清酒、
しょうゆ、食塩、しょうが、かつお
節エキス、水

△ △ ● △ △ △

●鶏肉●大豆
●豚肉△あわび
△さけ△さば

△アーモンド△いか
△バナナ△もも
△りんご△牛肉
△ごま△ゼラチン
△カシューナッツ

白身魚フライ
すけそうだら、食塩、パン粉、小
麦粉、食塩、増粘剤、水

△ △ ●

●大豆△さけ
△さば△いか
△鶏肉△豚肉

△りんご△魚介類
△ゼラチン△ごま

マカロニ（ペンネ） デュラム小麦のセモリナ ●

チーズ
ナチュラルチーズ、乳化剤、重
曹、水

●

おきあみ
　姫なると

魚肉すり身（すけそうたら、いと
よりだい）、馬鈴薯澱粉、食塩、
砂糖、オキアミエキス、着色料
(カロチン)、加水

△ △ △大豆

お祝いクレープ
（中学3年生のみ）

豆乳、加工油脂、砂糖・ぶどう
糖果糖液糖、麦芽糖、砂糖、い
ちごピューレ（いちご、砂糖、水
あめ、ぶどう糖果糖液糖）、植物
油、米粉、水あめ、いちご果汁
（濃縮還元）、大豆粉、小麦不使
用しょうゆ、水、加工デンプン、
トレハロース、増粘剤（カードラ
ン）、乳化剤、炭酸Ca、ゲル化
剤（増粘多糖類）、香料、安定剤
（増粘多糖類）、ビタミンC、紅麹
色素、メタリン酸Na、カラメル色
素、酸味料、ピロリン酸第二鉄、
ベーキングパウダー、カロチノイ
ド色素

●大豆
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野菜コロッケ

ばれいしょ、パン粉、小麦粉、に
んじん、たまねぎ、小麦粉加工
品、とうもろこし、乾燥マッシュポ
テト、いんげん、砂糖、でん粉、
食用植物油脂、貝Ｃａ、食塩、酵
母粉末、水

● ●大豆

お祝いゼリー
 （いちごジュレ）

ぶどう糖果糖液糖、グラニュー
糖、いちご果汁、果糖、クランベ
リー果汁、ゲル化剤（増粘多糖
類）、酸味料、香料、クエン酸第
一鉄Na、水

△ △ △ △

△大豆△りんご
△もも△オレンジ
△ゼラチン△ごま

△くるみ
△アーモンド

だまこもち うるち米（あきたこまち）、水

冷凍
　クリームコーン

とうもろこし、コーンスターチ、食
塩、水

コーンクリーム
　　スープ
（ﾍﾙｼｰﾌｧｰﾑ）

スイートコーンパウダー、小麦
粉、ぶどう糖、乳製品（脱脂粉
乳、ホエイパウダー、チーズ）、
食用植物油脂、食塩、コーンス
ターチ、馬鈴薯澱粉、砂糖、食
用精製加工油脂、デキストリ
ン、粉末加工油脂、ポークエキ
スパウダー、オニオンエキスパ
ウダー、たん白加水分解物、酵
母エキスパウダー、チキンパウ
ダー、チキンエキスパウダー、
魚醤パウダー、香辛料、はくさ
いエキスパウダー、増粘剤
（グァーガム）、香料

● ●
●大豆

●豚肉●鶏肉

ウインナー
豚肉（豚脂肪含）、食塩、砂糖、
香辛料（白こしょう、カルワイ
（キャラウェー））

●豚肉

たこメンチ

すけそうだらすり身、キャベツ、
たこ、馬鈴薯澱粉、砂糖、食
塩、発酵調味料、紅生姜、アオ
サ粉、パン粉、小麦粉、とうもろ
こし澱粉、大豆たん白、菜種油
脂、食塩、水

△ △ ● △

●大豆△いか
△さけ△牛肉
△鶏肉△豚肉

△ゼラチン△ごま

たけのこ千切り
たけのこ水煮、酸味料、ビタミン
C、水

ヨーグルト
　（カップde
　　　ヤクルト）

クリーム、ぶどう糖果糖液糖、
全粉乳、脱脂粉乳、砂糖、ゼラ
チン、寒天、発酵乳、香料、乳
化剤、甘味料（スクラロース）

● ●ゼラチン

おろししょうが
しょうが、酒精、ｐH調整剤、ビタ
ミンB1

おろしにんにく にんにく、ｐH調整剤

6/6


