
中華だし（米油） 　しょうゆ（小麦、大豆） みそ（大豆） 赤みそ（大豆）

保護者連絡欄

(ミンチカツ) (わかめサラダ) (きつねうどん)

ミンチカツ 鶏肉、牛肉、豚肉、パン粉（小麦、大豆）、 わかめ、ドレッシング（しょうゆ、大豆たん白、 削り節（だし用）、昆布（だし用）、えのき、

わかめサラダ 大豆たん白、小麦たん白、しょうゆ、 レモン果汁、かつお節エキス、 油揚（大豆、大豆油）、かまぼこ（イトヨリ、

きつねうどん 肉エキス（牛肉、豚肉、小麦）、大豆油 魚醤（ほっけ、すけとうだら）） すけとうだら）、しょうゆ、うどん（小麦粉）

※海藻に小さい甲殻類が混入していることがあります。 ※海藻に小さい甲殻類が混入していることがあります。

麻婆厚揚 (中華コーンスープ) (すいか)

麻婆厚揚 油（菜種、大豆）、豚肉、 えのき、ハム（鶏肉）、中華だし、 すいか

中華コーンスープ 厚揚（大豆、大豆油）、じゃがいも、 しょうゆ

すいか 枝豆、赤みそ、豆板醤（そら豆）、

しょうゆ、中華だし、ごま油

(焼ぎょうざ) (ひじきサラダ) (あじのつみれ汁)

焼ぎょうざ 豚肉、鶏肉、豚脂、しょうゆ、小麦粉、 ひじき、ハム（豚肉）、レモン果汁、 煮干し（だし用）、豆腐、

ひじきサラダ 大豆油、大豆粉、大豆たん白、 しょうゆ、オリーブ油 あじ団子（あじ、菜種油）、みそ

あじのつみれ汁 醸造酢（小麦）、乳化剤（大豆）

※海藻に小さい甲殻類が混入していることがあります。

(いわしの生姜煮) (れんこんのきんぴら) (もずくスープ)

いわしの生姜煮 いわし、しょうゆ ごま油、豚肉、しょうゆ もずく、ベーコン（豚肉、乳糖）、しいたけ、

れんこんのきんぴら スープストック、しょうゆ

もずくスープ

※海藻に小さい甲殻類が混入していることがあります。

(若鶏肉のから揚) (きゅうりのごまあえ) (魚そうめんの七夕汁) (七夕デザート)

若鶏肉のから揚 鶏肉、しょうゆ、大豆油 しょうゆ、ごま 削り節（だし用）、えのき、 ブルーベリー果汁、

きゅうりのごまあえ 魚そうめん（イトヨリ、べにばな油）、 レモン果汁、

魚そうめんの七夕汁 油揚（大豆、大豆油）、星の麩（小麦粉、 うんしゅうみかん果汁、

七夕デザート 小麦たん白）、しょうゆ 粉末油脂（パーム）

(ほうれん草オムレツ) (アスパラサラダ) (ミネストローネ)

ほうれん草オムレツ 鶏卵、油（大豆、菜種）、卵殻粉 ツナ（きはだまぐろ）、 ベーコン（豚肉、乳糖）、じゃがいも、

アスパラサラダ ドレッシング（菜種油、米油、トマト） トマト、マカロニ（小麦）、しめじ、

ミネストローネ トマトピューレ、コンソメ、しょうゆ

（焼肉丼の具） (春雨のスープ) (メロン)

（焼肉丼の具） 油（菜種、大豆）、牛肉、豚肉、枝豆、 ハム（鶏肉）、きくらげ、スープストック、 メロン

春雨のスープ しょうゆ しょうゆ

メロン

(豆腐ハンバーグ) (たこのマリネ) (夏野菜カレー)

豆腐ハンバーグ 豆腐、鶏肉、豚肉、パン粉（小麦）、 たこ、しょうゆ、オリーブ油 油（菜種、大豆）、牛肉、じゃがいも、

たこのマリネ しょうゆ 梨ピューレ（梨、レモン果汁）、トマトピューレ、

夏野菜カレー カレールウ（小麦粉、油（豚脂、パーム）、大豆、

トマトペースト）、中濃ソース（トマト、りんご）

(豚肉のらっきょうソースかけ) （野菜ピラフの具） (夏大根のスープ) (野菜ピラフ)

豚肉のらっきょうソースかけ 豚肉、らっきょう甘酢漬（昆布エキス）、 ウインナー（豚肉、豚脂肪）、 スープストック、しょうゆ コンソメ

（野菜ピラフの具） 梨ピューレ（梨、レモン果汁）、しょうゆ マッシュルーム、コンソメ、オリーブ油

夏大根のスープ

(とびうおフライ) (ボイル野菜) (なすのみそ汁) (ぶどうバー)

とびうおフライ とびうお、小麦粉、パン粉（小麦粉、 枝豆 煮干し（だし用）、なす、 ぶどう果汁、

ボイル野菜 油（パーム、ヤシ、菜種、大豆）、大豆粉）、 厚揚（大豆、大豆油）、えのき、 グレープ香料

なすのみそ汁 大豆油 みそ

ぶどうバー

(焼ハム) (フルーツミックス) (パンプキンポタージュ)

鶏肉、豚肉、豚脂 みかんシロップ漬(みかん）、ももシロップ漬（もも）、 油（菜種、大豆）、鶏肉、パンプキンポタージュ（小麦粉

焼ハム パインアップルシロップ漬（パインアップル）、 ヤシ油、脱脂粉乳、全粉乳、粉末加工油脂（乳、大豆）、

フルーツミックス カクテルゼリー（りんご果汁、ぶどう果汁、 たん白加水分解物（小麦、鶏肉、豚肉、かつお、魚醤（ほっけ、

パンプキンポタージュ もも果汁、豆乳） すけとうだら））、チキンパウダー（鶏肉）、ミルポワパウダー（鶏肉、

豚肉）、乳等（乳、大豆）、トマトエキスパウダー）、

コンソメ、牛乳、生クリーム

(さわらのパン粉焼) (のり酢あえ) (卵とトマトのスープ)

さわらのパン粉焼 さわら、ノンエッグマヨネーズ（菜種油）、 のり、しょうゆ ベーコン（豚肉、乳糖）、トマト、

のり酢あえ パン粉（小麦粉、油（パーム、ヤシ、菜種、 じゃがいも、鶏卵、中華だし、しょうゆ

卵とトマトのスープ 大豆）、大豆粉）、オリーブ油

※海藻に小さい甲殻類が混入していることがあります。

(あじのピリ辛ソース) (ブロッコリーのサラダ) (赤だしのみそ汁)

あじのピリ辛ソース あじ、小麦粉、大豆油、しょうゆ、 ドレッシング（菜種油、プルーン、レモン果汁） 削り節（だし用）、なす、

ブロッコリーのサラダ 豆板醤（そら豆）、ごま油 油揚（大豆、大豆油）、じゃがいも、

赤だしのみそ汁 赤みそ

(ドライカレー) (かぼちゃひき肉フライ) (コーン卵スープ)

ドライカレー 油（菜種、大豆）、牛肉、豚肉、カレー粉（ちんぴ）、 豚肉、豚脂、大豆たん白、パン粉（小麦）、 えのき、鶏卵、中華だし、しょうゆ

かぼちゃひき肉フライ 大豆、レーズン、トマト、枝豆、トマトケチャップ、 でん粉（大豆）、小麦粉、油脂（菜種、パーム）、

コーン卵スープ ウスターソース（トマト、マッシュルーム、りんご、大豆）、 しょうゆ、小麦グルテン酵素分解物（小麦）、

しょうゆ、カレールウ（小麦粉、油（豚脂、パーム）、 ウスターソース（トマト）、乳化剤（大豆）、

大豆、トマトペースト）、コンソメ 大豆油

(若鶏肉のマーマレード焼) (バンサンスー) (もやしとわかめのスープ)

若鶏肉のマーマレード焼 鶏肉、マーマレード（いよかん、夏みかん、 錦糸卵（鶏卵、かつおだし、しょうゆ、昆布だし）、 豚肉、わかめ、スープストック、しょうゆ

バンサンスー ゆず果汁）、しょうゆ ハム（豚肉）、ごま、しょうゆ、ごま油

もやしとわかめのスープ

※海藻に小さい甲殻類が混入していることがあります。

倉吉市教育委員会事務局　学校給食センター令和３年度　７月食物アレルギー用献立表

パン（小麦粉、脱脂粉乳、ショートニング（油（パーム、とうもろこし、菜種、大豆））、豚脂、酵素（小麦））

コンソメ（乳糖、パーム油、しょうゆ（小麦、大豆)、チキンエキス、香辛料（小麦）） スープストック（豚脂、大豆、ゼラチン、トマトエキスパウダー、かつおエキスパウダー）

　 ※食物アレルギー調査で記入された食品を表示しています。

日・曜 献　立　名 アレルギーの原因となる食品

1 木 小型パン
牛
乳

2 金 ごはん
牛
乳

5 月
ごはん
（星空舞）

牛
乳

6 火
ごはん
（星空舞）

牛
乳

7 水
ごはん
（星空舞）

牛
乳

8 木 パン
牛
乳

9 金
焼肉丼
（星空舞）

牛
乳

12 月 ごはん
牛
乳

13 火
野菜
ピラフ

牛
乳

14 水 ごはん
牛
乳

15 木
大山小麦
パン

牛
乳

16 金 ごはん
牛
乳

19 月 ごはん
牛
乳

20 火 ごはん
牛
乳

21 水 ごはん
牛
乳

地産地消給食


