
基本小 001：西八千代調理場

昼 出力日 2021年4月12日

牛乳 牛乳
普通牛乳（飲用牛乳） 普通牛乳（飲用牛乳）

ごはん 麦ごはん
こめ　精白米 こめ　精白米
学校給食用強化米 学校給食用強化米

にら豚汁 大麦（麦ごはん用）
豚肉もも小間 トマトハヤシ
冷凍豆腐サイコロカット 豚肉もも小間
もやし　生 玉葱　むき　両面カット・芯くり抜き済
にら　葉、生（バラ） じゃがいもメークインAL
にんじん　ＬＡ にんじん　ＬＡ
清酒（料理酒を除く） グリンピース　冷凍
米みそ赤色辛みそ しめじ（冷蔵）
米みそ白色辛みそ レンズ豆
こんぶ/だしパック入り マッシュルームスライス
鰹の素（かつおだしパック） にんにく（国産）　Ｌ
一味唐辛子粉 しょうが　国内産
水 米白絞油

鶏肉と高野豆腐のフライ ぶどう酒/赤
鶏肉もも2㎝角切り　皮なし 食塩

★ しょうが　おろし（冷蔵） 中濃ソース
★ おろしにんにく（冷蔵） 濃口醤油（丸大豆）10Ｌ

ごま油 こしょう/混合、粉
清酒（料理酒を除く） ハヤシルウ
濃口醤油（丸大豆）10Ｌ ホールトマトカット缶
でんぷん トマトピューレー缶
米白絞油 濃縮鶏ガラブイヨン
凍り豆腐　さいの目小 水

★ しょうが　おろし（冷蔵） マフィンタルト
★ おろしにんにく（冷蔵） ★ マフィンバッターチョコ

濃口醤油（丸大豆）10Ｌ ★ クッキータルト型
清酒（料理酒を除く） えびとブロッコリーのソテー
水 むきえび　バラ凍結3Ｌ
でんぷん ブロッコリー　フローレット小
米白絞油 とうもろこし　ホールスタイル

人参サラダ にんにく（国産）　Ｌ
まぐろ油漬け　フレーク 米白絞油
レモン果汁　100％ ぶどう酒/白
とうもろこし　ホールスタイル 食塩
にんじん　ＬＡ こしょう/混合、粉
きゅうり 洋風スープの素
白炒りごま マヨネーズ(卵不使用)
白すりごま 濃口醤油（丸大豆）10Ｌ
焙煎ごまドレッシング

5月7日(金曜日)

献立名／食品名 献立名／食品名 献立名／食品名 献立名／食品名 献立名／食品名

食品材料一覧表

5月6日(木曜日)
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基本小 001：西八千代調理場

昼 出力日 2021年4月12日

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
普通牛乳（飲用牛乳） 普通牛乳（飲用牛乳） 普通牛乳（飲用牛乳） 普通牛乳（飲用牛乳） 普通牛乳（飲用牛乳）

ごはん ごはん ごはん きのこのスパゲティ たけのこ五目ご飯
こめ　精白米 こめ　精白米 こめ　精白米 スパゲティ　1/2カット たけのこ新物　水煮
学校給食用強化米 学校給食用強化米 学校給食用強化米 食塩 鶏肉もも小間　皮なし

ワンタンスープ 生揚げのオイスターソース煮 玉ねぎとたまごの味噌汁 ベーコンスライスさらに0.7㎝カット 油揚げ刻み
★ ウェーブワンタン 生揚げ　角切り 冷凍豆腐サイコロカット 玉葱　むき　両面カット・芯くり抜き済 にんじん　ＬＡ

冷凍豆腐サイコロカット 鶏肉もも小間　皮なし 冷凍わかめ にんじん　ＬＡ 干ししいたけ　足切り荒葉　スライス
豚肉もも千切り しょうが　国内産 玉葱　むき　両面カット・芯くり抜き済 しめじ（冷蔵） 糸切り昆布
にんじん　ＬＡ むきえび　バラ凍結3Ｌ 液卵　全卵　殺菌済み　かきたま用 えのきたけ（冷蔵）1/3カット 大根の葉
玉葱　むき　両面カット・芯くり抜き済 清酒（料理酒を除く） 長ねぎ　洗いねぎ マッシュルームスライス 米白絞油
たけのこ　千切り 白菜　L こんぶ/だしパック入り アスパラガス　生 清酒（料理酒を除く）
とうもろこし　ホールスタイル 玉葱　むき　両面カット・芯くり抜き済 鰹の素（かつおだしパック） にんにく（国産）　Ｌ 食塩
長ねぎ　洗いねぎ にんじん　ＬＡ 米みそ白色辛みそ しょうが　国内産 濃口醤油（丸大豆）10Ｌ
干ししいたけ　足切り荒葉　スライス 干ししいたけ　足切り荒葉　スライス 米みそ赤色辛みそ 有塩バター みりん/本みりん
しょうが　国内産 米白絞油 水 食塩 和風だしの素
米白絞油 豆板醤 鶏肉のねぎ塩焼き こしょう/混合、粉 水
ガラスープ　中華風味 オイスターソース 鶏肉もも2㎝角切り　皮なし ぶどう酒/白 こめ　精白米
中華スープの素 清酒（料理酒を除く） 塩こうじ 濃口醤油（丸大豆）10Ｌ 学校給食用強化米
清酒（料理酒を除く） 砂糖　上白糖 にんにく（国産）　Ｌ 濃縮鶏ガラブイヨン さばの香り焼き
食塩 濃口醤油（丸大豆）10Ｌ 濃口醤油（丸大豆）10Ｌ メンチカツ さば生干し程度バラ凍結
こしょう/混合、粉 中華スープの素 清酒（料理酒を除く） ★ メンチカツ にんにく（国産）　Ｌ
濃口醤油（丸大豆）10Ｌ 食塩 食塩 米白絞油 長ねぎ　洗いねぎ
水 ごま油 こしょう/混合、粉 ウスターソース 濃口醤油（丸大豆）10Ｌ

鮭の中華焼き でんぷん ごま油 かぼちゃサラダ 清酒（料理酒を除く）
銀鮭　切り身 水 玉葱　むき　両面カット・芯くり抜き済 かぼちゃ　1.5㎝角切り　真空パック ごま油
しょうが　国内産 みしょうかん 長ねぎ　洗いねぎ じゃがいも男しゃく　１ｃｍ角切り 七味唐辛子粉
にんにく（国産）　Ｌ 美生柑 パリパリサラダ きゅうり 白すりごま
長ねぎ　洗いねぎ 蒸し鶏とわかめの和え物 ベーコンスライスさらに0.7㎝カット にんじん　ＬＡ 大豆とツナのサラダ
こしょう/混合、粉 蒸し鶏ソフト キャベツ　L ハムallpork1㎝角切り まぐろ油漬け　フレーク
濃口醤油（丸大豆）10Ｌ 冷凍わかめ きゅうり 玉葱　むき　両面カット・芯くり抜き済 大豆水煮・国産（蒸し）　真空パック
清酒（料理酒を除く） きゅうり にんじん　ＬＡ マヨネーズ(卵不使用) レモン果汁　100％
ごま油 キャベツ　L とうもろこし　ホールスタイル 食塩 にんじん　ＬＡ
白炒りごま 大根（葉切り）　Ｌ又はＬＬ 食塩 こしょう/混合、粉 れんこん　1/4カット　厚さ2～3㎜
みりん/本みりん ★ コチュジャン こしょう/混合、粉 穀物酢
豆板醤 しょうが　国内産 ★ 野菜いっぱいドレッシング きゅうり

春雨とひき肉の炒め物 ごま油 ★ 長崎皿うどん こしょう/混合、粉
鶏むねひき肉 濃口醤油（丸大豆）10Ｌ 濃口醤油（丸大豆）10Ｌ
刻み大豆（国産）　真空パック 食塩 焙煎ごまドレッシング

★ はるさめ　緑豆 こしょう/混合、粉 レモンゼリー
もやし　生 穀物酢 ★ レモンゼリー
しめじ（冷蔵） 砂糖　上白糖
にら　葉、生（バラ） 米みそ白色辛みそ
にんにく（国産）　Ｌ 白炒りごま
しょうが　国内産
ごま油
食塩
砂糖　上白糖
濃口醤油（丸大豆）10Ｌ
中華スープの素
こしょう/混合、粉
豆板醤

5月14日(金曜日)

献立名／食品名 献立名／食品名 献立名／食品名 献立名／食品名 献立名／食品名

食品材料一覧表

5月10日(月曜日) 5月11日(火曜日) 5月12日(水曜日) 5月13日(木曜日)
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基本小 001：西八千代調理場

昼 出力日 2021年4月12日

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
普通牛乳（飲用牛乳） 普通牛乳（飲用牛乳） 普通牛乳（飲用牛乳） 普通牛乳（飲用牛乳） 普通牛乳（飲用牛乳）

ごはん 食パン 麦ごはん ごはん ごはん
こめ　精白米 食パン こめ　精白米 こめ　精白米 こめ　精白米
学校給食用強化米 いちごジャム 学校給食用強化米 学校給食用強化米 学校給食用強化米

親子煮 いちごジャム 大麦（麦ごはん用） きつね汁 わかめスープ
米白絞油 キャロットポタージュ エッグカレー 冷凍豆腐サイコロカット 鶏肉もも細切り　皮なし
鶏肉もも小間　皮なし 鶏肉もも小間　皮なし 豚肉もも小間 鶏肉もも小間　皮なし しょうが　国内産
清酒（料理酒を除く） ベーコンスライスさらに0.7㎝カット うずら卵　水煮　レトルトパック 大根（葉切り）　Ｌ又はＬＬ 清酒（料理酒を除く）
玉葱　むき　両面カット・芯くり抜き済 ぶどう酒/白 じゃがいもメークインAL こまつな　葉、生 レンズ豆
にんじん　ＬＡ 玉葱　むき　両面カット・芯くり抜き済 にんじん　ＬＡ にんじん　ＬＡ にんじん　ＬＡ
ごぼう　ささがき しめじ（冷蔵） 玉葱　むき　両面カット・芯くり抜き済 長ねぎ　洗いねぎ 白菜　L
干ししいたけ　足切り荒葉　スライス にんじん　ＬＡ にんにく（国産）　Ｌ ごぼう　ささがき 長ねぎ　洗いねぎ
水 にんじんペースト（冷凍） しょうが　国内産 油揚げ刻み 冷凍わかめ
和風だしの素 白いんげん豆ペースト 米白絞油 大根の葉 冷凍豆腐サイコロカット
砂糖　上白糖 有塩バター カレー粉 こんぶ/だしパック入り 干ししいたけ　足切り荒葉　スライス
濃口醤油（丸大豆）10Ｌ 普通牛乳（調理用） ピザ用チーズ 鰹の素（かつおだしパック） 白炒りごま
姫なると　おきあみ入り　急速冷凍 豆乳 ウスターソース 清酒（料理酒を除く） 中華スープの素
液卵　全卵　殺菌済み ピザ用チーズ 濃口醤油（丸大豆）10Ｌ 食塩 食塩
むき枝豆 脱脂粉乳 カレールウ　マイルド 濃口醤油（丸大豆）10Ｌ 濃口醤油（丸大豆）10Ｌ

きびなごフライ 濃縮鶏ガラブイヨン カレールウ　ディナー みりん/本みりん こしょう/混合、粉
★ きびなごフライ 洋風スープの素 濃縮鶏ガラブイヨン 水 水

米白絞油 米粉 水 鶏肉のレモン煮 ガラスープ　中華風味
五色和え 水 甘夏 鶏肉もも切り身 濃縮鶏ガラブイヨン

糸かまぼこ 食塩 甘夏 清酒（料理酒を除く） ごま油
キャベツ　L ローレル粉 枝豆の三色ソテー 食塩 でんぷん
にんじん　ＬＡ こしょう/混合、粉 むき枝豆 こしょう/混合、粉 ビビンバナムル
ほうれんそう　L クリーム普通脂肪 とうもろこし　ホールスタイル でんぷん 豚肉もも千切り
えのきたけ（冷蔵）1/3カット ハンバーグトマトソース ハムallpork1㎝角切り 米白絞油 しょうが　国内産
油揚げ刻み ★ ハンバーグ 米白絞油 みりん/本みりん にんにく（国産）　Ｌ
清酒（料理酒を除く） 玉葱　むき　両面カット・芯くり抜き済 食塩 水 長ねぎ　洗いねぎ
濃口醤油（丸大豆）10Ｌ にんにく（国産）　Ｌ こしょう/混合、粉 濃口醤油（丸大豆）10Ｌ ごま油
和風だしの素 米白絞油 洋風スープの素 砂糖　上白糖 砂糖　上白糖
みりん/本みりん トマトケチャップ　1号缶 レモン果汁　100％ 清酒（料理酒を除く）
砂糖　上白糖 ぶどう酒/赤 キャベツとひじきのごまマヨ和え 濃口醤油（丸大豆）10Ｌ
濃口醤油（丸大豆）10Ｌ 中濃ソース キャベツ　L 豆板醤
砂糖　上白糖 水 芽ひじき　乾　房州産 白炒りごま
穀物酢 ホールトマトカット缶 にんじん　ＬＡ もやし　生
米サラダ油 砂糖　上白糖 まぐろ油漬け　フレーク にんじん　ＬＡ
白炒りごま ポパイサラダ 濃口醤油（丸大豆）10Ｌ こまつな　葉、生

ほうれんそう　L 穀物酢 ★ 山菜ミックス　ビビンバ用
キャベツ　L マヨネーズ卵黄タイプ 錦糸卵
きゅうり かつお　削り節 濃口醤油（丸大豆）10Ｌ
玉葱　むき　両面カット・芯くり抜き済 白すりごま 砂糖　上白糖
とうもろこし　ホールスタイル 白炒りごま ごま油
米サラダ油 白炒りごま
穀物酢 白すりごま
濃口醤油（丸大豆）10Ｌ コンソメビーンズ
食塩 ひよこ豆（ゆで）　真空パック
こしょう/混合、粉 大豆水煮・国産（蒸し）　真空パック
洋辛子粉 でんぷん
砂糖　上白糖 米白絞油
白すりごま 食塩

コンソメ

5月21日(金曜日)

献立名／食品名 献立名／食品名 献立名／食品名 献立名／食品名 献立名／食品名

食品材料一覧表

5月17日(月曜日) 5月18日(火曜日) 5月19日(水曜日) 5月20日(木曜日)

3／5



基本小 001：西八千代調理場

昼 出力日 2021年4月12日

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
普通牛乳（飲用牛乳） 普通牛乳（飲用牛乳） 普通牛乳（飲用牛乳） 普通牛乳（飲用牛乳） 普通牛乳（飲用牛乳）

キャラメル揚げパン ごはん ごはん ごはん ひじきご飯
コッペパン（Ca強化） こめ　精白米 こめ　精白米 こめ　精白米 芽ひじき　乾　房州産
米白絞油 学校給食用強化米 学校給食用強化米 学校給食用強化米 鶏肉もも小間　皮なし

★ キャラメルシュガー 筑前煮 麻婆豆腐 新じゃが芋のそぼろ煮 にんじん　ＬＡ
砂糖　上白糖 鶏肉もも1.5㎝角切り　皮なし 冷凍豆腐サイコロカット 鶏肉もも挽き　皮なし ごぼう　ささがき

キャベツと肉団子のスープ 揚げボール 豚肉もも挽き 刻み大豆（国産）　真空パック こんにゃく　つき
米白絞油 大根（葉切り）　Ｌ又はＬＬ 玉葱　むき　両面カット・芯くり抜き済 じゃがいも男しゃくSS 油揚げ刻み

★ 肉団子　半油調済7ｇ さといも　1/4～1/6カット　真空パック にんじん　ＬＡ 玉葱　むき　両面カット・芯くり抜き済 かんぴょう　5㎜スライス
玉葱　むき　両面カット・芯くり抜き済 たけのこ水煮　１斗缶 エリンギ（1/3カット）スライス にんじん　ＬＡ しょうが　国内産
にんじん　ＬＡ にんじん　ＬＡ 干ししいたけ　足切り荒葉　スライス むき枝豆 大根の葉
しめじ（冷蔵） れんこん　乱切り　6～7g程度 にんにく（国産）　Ｌ 米白絞油 清酒（料理酒を除く）
キャベツ　L こんにゃく　角切り　小 しょうが　国内産 清酒（料理酒を除く） 濃口醤油（丸大豆）10Ｌ
とうもろこし　ホールスタイル ごぼう　ななめスライス 長ねぎ　洗いねぎ 砂糖　上白糖 みりん/本みりん
ぶどう酒/白 干ししいたけ　足切り荒葉　スライス 刻み大豆（国産）　真空パック 濃口醤油（丸大豆）10Ｌ 食塩
ローレル粉 米白絞油 米白絞油 食塩 和風だしの素
食塩 清酒（料理酒を除く） 豆板醤 みりん/本みりん 米白絞油
こしょう/混合、粉 砂糖　上白糖 清酒（料理酒を除く） 和風だしの素 こめ　精白米
濃縮鶏ガラブイヨン 濃口醤油（丸大豆）10Ｌ 砂糖　上白糖 水 学校給食用強化米
コンソメ 食塩 濃口醤油（丸大豆）10Ｌ でんぷん 水
洋風スープの素 みりん/本みりん 米みそ赤色辛みそ いかの照り焼き かつおのケチャップ和え
水 和風だしの素 中華スープの素 紫いか切り身　両面切り目入り かつお　2㎝角切り

ポテトとブロッコリーのマヨソテー 水 ごま油 しょうが　国内産 しょうが　国内産
じゃがいも男しゃく　2㎝角切り たまご焼き でんぷん 清酒（料理酒を除く） 濃口醤油（丸大豆）10Ｌ
ブロッコリー　フローレット小 ★ 卵焼きカット 水 濃口醤油（丸大豆）10Ｌ 清酒（料理酒を除く）
ハムallpork1㎝角切り ほうれん草の塩昆布和え こしょう/混合、粉 砂糖　上白糖 でんぷん
にんにく（国産）　Ｌ 蒸し鶏ソフト フルーツ杏仁 白炒りごま 米粉
米白絞油 こまつな　葉、生 杏仁豆腐（冷凍） みりん/本みりん 米白絞油
ぶどう酒/白 キャベツ　L みかん　ホールＭ　1号缶 濃口醤油（丸大豆）10Ｌ 濃口醤油（丸大豆）10Ｌ
食塩 塩こんぶ パインアップル　チビット　１号缶 清酒（料理酒を除く） 砂糖　上白糖
洋風スープの素 ごま油 黄桃ダイス１号缶 みりん/本みりん 清酒（料理酒を除く）
こしょう/混合、粉 濃口醤油（丸大豆）10Ｌ ぶどう酒/白 七味唐辛子粉 みりん/本みりん
マヨネーズ(卵不使用) レモン果汁　100％ レモン果汁　100％ でんぷん トマトケチャップ　1号缶
濃口醤油（丸大豆）10Ｌ こしょう/混合、粉 砂糖　上白糖 水 水

白すりごま 水 スタミナサラダ 白炒りごま
白炒りごま 春雨サラダ 豚肉もも千切り 大根と豚肉のピリ辛煮

はるさめ（太） 長ねぎ　洗いねぎ 豚肉もも小間
ベーコンスライスさらに0.7㎝カット にんにく（国産）　Ｌ 大根（葉切り）　Ｌ又はＬＬ
きゅうり しょうが　国内産 にんじん　ＬＡ
もやし　生 豆板醤 ★ 冷凍生揚げ　2ｇ
食塩 ごま油 長ねぎ　洗いねぎ
ごま油 清酒（料理酒を除く） しょうが　国内産
砂糖　上白糖 濃口醤油（丸大豆）10Ｌ にんにく（国産）　Ｌ
濃口醤油（丸大豆）10Ｌ 砂糖　上白糖 むき枝豆
穀物酢 キャベツ　L ごま油
洋辛子粉 きゅうり 清酒（料理酒を除く）
白炒りごま にんじん　ＬＡ 砂糖　上白糖

米サラダ油 濃口醤油（丸大豆）10Ｌ
ごま油 ★ コチュジャン
濃口醤油（丸大豆）10Ｌ 中華スープの素
穀物酢 スイートポテト
食塩 ★ スイートポテト
こしょう/混合、粉
白炒りごま

5月28日(金曜日)

献立名／食品名 献立名／食品名 献立名／食品名 献立名／食品名 献立名／食品名

食品材料一覧表

5月24日(月曜日) 5月25日(火曜日) 5月26日(水曜日) 5月27日(木曜日)
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基本小 001：西八千代調理場

昼 出力日 2021年4月12日

牛乳
普通牛乳（飲用牛乳）

カレーうどん
米白絞油
豚肉もも小間
清酒（料理酒を除く）
玉葱　むき　両面カット・芯くり抜き済
にんじん　ＬＡ
干ししいたけ　足切り荒葉　スライス
水
和風だしの素
姫なると　おきあみ入り　急速冷凍
カレールウ甘口
冷凍うどん　1/2カット
カレー粉
濃口醤油（丸大豆）10Ｌ
長ねぎ　洗いねぎ

焼きおにぎり
★ 焼きおにぎり
ごぼうサラダ

ごぼう　ささがき
穀物酢
ベーコンスライスさらに0.7㎝カット
にんじん　ＬＡ
とうもろこし　ホールスタイル
むき枝豆
棒々鶏ドレッシング（乳化タイプ）
こしょう/混合、粉
白炒りごま

黒糖ビーンズ
★ 黒糖ビーンズ

献立名／食品名 献立名／食品名 献立名／食品名 献立名／食品名 献立名／食品名

食品材料一覧表

5月31日(月曜日)
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