
1.4.7.10.13.16.19.22.25.28 2.5.8.11.14.17.20.23.26.29 3.6.9.12.15.18.21.24.27.30

NO.1 NO.2 NO.3

ごはん ごはん ごはん

味噌汁 味噌汁 味噌汁

せんキャベツ せんキャベツ せんキャベツ

オムレツ マスの塩焼き サバの塩焼き

ポークハム ハッシュドポテト だし巻玉子

納豆 玉子豆腐 納豆

卯の花 金平れんこん ポテトサラダ

ふりかけ ふりかけ ふりかけ

★ミニフランク ★バナナ ★プチケーキ

ソースカツ丼 豚焼き肉丼 ハヤシライス

汁物 汁物 生野菜

マカロニサラダ いちご杏仁豆腐 ブロッコリーサラダ

みかん缶

ごはん ごはん ごはん

ポタージュまたはコンソメスープ ポタージュまたはコンソメスープ ポタージュまたはコンソメスープ

カニクリームコロッケ ハンバーグ～イタリアントマトソースかけ～ とり天カレー風味

ビビンバ焼きそば キャベツソテー 南瓜の天ぷら

ロールキャベツのカレー煮込み ミニアジフライ ジャーマンポテト

（ブロッコリー、人参、じゃがいも） 茹でとうもろこし 野菜肉巻き煮

いんげんのピーナッツ和え スマイルポテト （大根、オクラ）

トマト 菜の花と薄揚げのお浸し スパゲティナポリタン

オレンジゼリー ピーマンと竹輪の金平 ハムチーズピカタ

カスタードプリン 桃のゼリー

★豚の生姜焼き ★ハーブチキン ★魚の照焼

◎ミニたい焼き ◎ミニケーキ ◎チョコパイ

昼

食

夕

食

Vコース

Dコース

Vコース

奥越高原青少年自然の家　6月献立

・朝食の★マークはボリュームコースを選択した方のみについてきます。
・夕食の★マークはボリュームコースを選択した方のみで、３つの中からお選びいただけます。
　また、◎マークはデザートコースを選択した方のみで、３つの中からお選びいただけます。

日付

朝

食



献立名 原材料名 アレルギー情報

ごはん 精白米

味噌汁 日替わり具、【米みそ】大豆（遺伝子組み換えでない）、米、食塩、昆布だし、かつお節エキス、かつおぶ
し粉末、むろあじぶし粉末/酒精、調味料（アミノ酸等）、スモークフレーバー

大豆

せんキャベツ キャベツ

オムレツ
液卵、野菜（玉ねぎ、人参）でんぷん、粒状大豆たんぱく、砂糖、食肉（鶏肉、豚肉）、食塩、パン粉（乳成
分を含む）、豚脂、醸造酢、小麦粉、ポークエキス、香辛料、食物油脂、焼き油（大豆油）/糊料（加工でん
ぷん、グァーガム）、調味料（アミノ酸等）、着色料（ビタミンB2、カロテン）

小麦、乳、卵、大豆、鶏
肉、豚肉

ポークハム
豚ロース肉（輸入）、還元水あめ、大豆たん白、卵たん白、食塩／調味料（アミノ酸等）、リン酸塩（Ｎａ）、
増粘多糖類、カゼインＮａ、酸化防止剤（ビタミンＣ）、発色剤（亜硝酸Ｎａ）、コチニール色素、香辛料抽
出物

卵、乳、大豆、豚肉

納豆

丸大豆（遺伝子組み換えでない）、納豆菌【タレ】しょうゆ、果糖ぶどう糖液糖、砂糖、食塩、昆布エキ
ス、かつお節エキス、昆布、しいたけエキス、酵母エキス、昆布魚介エキス、魚介たん白加水分解物、煮
干しエキス、そうだ節、みりん、発酵調味料／調味料（アミノ酸等）、アルコール、酸味料、ビタミンB1、
（一部に小麦・大豆・さばを含む）【からし】からし、食塩／アルコール、着色料（ウコン）、香料、酸味料、
香辛料

小麦、さば、大豆

卯の花 おから（大豆（分別生産流通管理済み））、野菜（にんじん、ねぎ）、油揚げ（大豆（分別生産流通管理済
み））、砂糖、植物油脂、しょうゆ、食塩、かつおエキス、しいたけ／調味料（アミノ酸等）、豆腐用凝固剤

小麦、大豆

ふりかけ
（わかめふりかけ、
もしくは梅ふりか
け）

【わかめふりかけ】いりごま、乳糖、食塩、わかめ、砂糖、大豆加工品、小麦粉、改装カルシウム、あお
さ、抹茶、乳製品、エキス（魚介、酵母）、青のり、でん粉、デキストリン、マーガリン、ぶどう糖果糖液糖、
イースト/調味料（アミノ酸等）、香料、カロチノイド色素
【うめふりかけ】いりごま、乳糖、食塩、砂糖、デキストリン、オリゴ糖、小麦粉、梅肉、鰹削り節、梅酢、
醤油、加工油脂、抹茶、でん粉、みりん、エキス（鰹節、酵母）、ぶどう糖果糖液糖、買う層カルシウム、
イースト、還元水あめ/調味料（アミノ酸等）、酸味料、着色料（アントシアニン、紅麹カロチノイド）、香
料、増粘剤（キサンタン）、酸化防止剤（ビタミンE）

小麦、乳、ごま、大豆

★ミニフランク
豚脂（国産）、豚肉、鶏肉、植物性たん白、コラーゲン、食塩、香辛料、ぶどう糖／加工澱粉、カゼイン
Na、リン酸塩（Na、K）、調味料（アミノ酸等）、保存料（ソルビン酸（K))、ｐH調整剤、くん液、着色料
（赤３、アナトー）、酸化防止剤（V.C）、発色剤（亜硝酸Na）

乳、卵、大豆、牛肉、豚
肉、鶏肉

ソースカツ丼

精白米、キャベツ、紅生姜
【とんかつ】豚肉、でん粉、大豆たんぱく、卵たん白、水あめ、乳性たん白濃縮物、食塩、保衛ミネラル、
食用油脂、たん白加水分解物、砂糖、酵母エキス、衣（パン粉、でん粉、食塩、香辛料、ぶどう糖、大豆
庫、植物油脂）/調味料（アミノ酸等）、加工でんぷん、増粘多糖類、アナトー色素
【とんかつソース】砂糖類（砂糖、ぶどう糖果糖液糖）、醸造酢、食塩、しょうゆ、たまねぎ、りんご、トマ
トペースト、みりん、アミノ酸液、香辛料、たん白加水分解物、昆布、カラメル色素、調味料（アミノ酸等）

【とんかつ】乳、卵、小
麦、大豆、豚肉
【とんかつソース】小麦、
大豆

汁物

【米みそ】大豆（遺伝子組み換えでない）、米、食塩、昆布だし、かつお節エキス、かつおぶし粉末、むろ
あじぶし粉末/酒精、調味料（アミノ酸等）、スモークフレーバー
または
【コンソメ】食塩、デキストリン、砂糖、たん白加水分解物、食用植物油脂、野菜エキスパウダー、ビーフ
エキスパウダー、香辛料／調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、香料、胡椒

【味噌】大豆
【コンソメ】大豆、牛肉

マカロニサラダ マカロニ、ドレッシング（食用食物油脂、砂糖類（粉末水あめ、砂糖）、鶏卵、醸造酢、食塩）、人参、砂糖、
醸造酢／調味料（アミノ酸）、グリシン、増粘剤(キサンタン）、酢酸Ｎａ、酵素、香辛料抽出物

小麦、卵、大豆

みかん缶 みかん

ごはん 精白米

ポタージュスープ
または
コンソメスープ

日替わり具
【ポタージュスープ】砂糖、粉末植物油脂、ポテトパウダー、デキストリン、食塩、コーンスターチ、脱脂
粉乳、食用植物油脂、オニオンエキスパウダー、チキンコンソメパウダー、ミルポワパウダー、チーズ、、
乳糖を主要原料とする食品、キノコエキスパウダー、うきみ（パセリ）//増粘剤（加工でん粉、キサンタ
ンガム）、調味料（アミノ酸等）、微粒酸化ケイ素、カラメル色素、マリーゴールド色素、香料
【コンソメ】食塩、デキストリン、砂糖、たん白加水分解物、食用植物油脂、野菜エキスパウダー、ビーフ
エキスパウダー、香辛料／調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、香料、胡椒

【ポタージュ】　乳、大
豆、鶏肉、豚肉
【コンソメ】　大豆、牛肉

カニクリームコロッ
ケ

牛乳、小麦粉、植物油脂、かに、砂糖、クリーム、乳等を主要原料とする食品、食塩、粉末卵白、ゼラチ
ン、かにエキス、ブイヨン、香辛料、えびエキス、衣〔パン粉（国内製造）、小麦粉、でん粉、ファットスプ
レッド、食塩、香辛料〕／調味料（アミノ酸等）、乳化剤、カロチノイド色素、カゼインＮａ、香料、酸味料、
香辛料抽出物

エビ、カニ、小麦、卵、
乳、大豆、鶏肉、ゼラチ
ン

ビビンバ焼きそば

【醤油焼きそば】めん（小麦粉（国内製造）、植物油脂、食塩／かんすい、クチナシ色素）、しょうゆだれ、
しょうゆ、ごま油、おろしにんにく、味付塩こしょう、こしょう、いため油（なたね油、とうもろこし油）／
ｐH調整剤、調味料（アミノ酸等）、増粘剤（加工デンプン、グァー）、カラメル色素、酸味料
【ビビンバ】大豆もやし、人参、ぜんまい、せり、きくらげ、姫竹、漬け原材料（醤油、アミノ酸液、ごま
油、食塩、本みりん、ごま、魚介エキス、醸造酢、砂糖、唐辛子、風味調味料）/ソルビット、調味料（アミ
ノ酸等）、酸味料、保存料（ソルビン酸K）、甘味料（甘草）、酸化防止剤（V.C）、カロチノイド色素
ごま油

【醤油焼きそば】小麦、
大豆、ごま
【ビビンバ】小麦、ごま、
さば、大豆

ロールキャベツの
カレー煮込み
（ブロッコリー、人参、じゃがい
も）

【ロールキャベツ】キャベツ、玉ねぎ、鶏肉、鶏皮、かんぴょう、パン粉、でん粉、食塩、香辛料／調味料
（アミノ酸）、【コンソメ】食塩、デキストリン、砂糖、たん白加水分解物、食用植物油脂、野菜エキスパウ
ダー、ビーフエキスパウダー、香辛料／調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、香料、胡椒
ブロッコリー、人参、じゃがいも、酒、砂糖、カレー粉

【ロールキャベツ】小麦、
大豆、鶏肉
【コンソメ】大豆、牛肉

いんげんの
ピーナッツ和え

いんげん、人参、白だし、【ピーナッツ和えの素】ローストピーナッツ（国内製造）、砂糖、食塩、粉末しょ
うゆ、昆布エキス、鰹風味調味料／調味料（アミノ酸等）、加工でん粉、酸化防止剤（ビタミンＥ）

小麦、落花生、大豆

トマト トマト

オレンジゼリー 砂糖混合ぶどう糖果糖液糖（国内製造）、水飴、柑橘混合濃縮果汁／ゲル化剤（増粘多糖類）、酸味料、
香料、カロチノイド色素

オレンジ

昼

食

夕

食

◆・・・使用する種類によって、アレルギー成分が変わります。担当にお尋ねください。

奥越高原青少年自然の家　6月献立

日付 1.4.7.10.13.16.19.22.25.28
NO.1

朝

食



献立名 原材料名 アレルギー情報

ごはん 精白米

味噌汁 日替わり具、【米みそ】大豆（遺伝子組み換えでない）、米、食塩、昆布だし、かつお節エキス、かつ
おぶし粉末、むろあじぶし粉末/酒精、調味料（アミノ酸等）、スモークフレーバー

大豆

せんキャベツ キャベツ

マスの塩焼き マス、食塩／加工でん粉、㏗調整剤、キシロース

ハッシュドポテト じゃがいも、植物油脂、食塩、オニオンパウダー、ぶどう糖/ピロリン酸ナトリウム
大豆

玉子豆腐 鶏卵、食塩、砂糖、みりん、かつお節エキス、昆布エキス、調味料（アミノ酸等）、㏗調整剤
卵、小麦、大豆

金平れんこん れんこん、人参、ごま油、ごま、醤油、酒、砂糖、みりん、和風だし
小麦、大豆、ごま

ふりかけ
（わかめふりかけ、
もしくは梅ふりか
け）

【わかめふりかけ】いりごま、乳糖、食塩、わかめ、砂糖、大豆加工品、小麦粉、改装カルシウム、あ
おさ、抹茶、乳製品、エキス（魚介、酵母）、青のり、でん粉、デキストリン、マーガリン、ぶどう糖果
糖液糖、イースト/調味料（アミノ酸等）、香料、カロチノイド色素
【うめふりかけ】いりごま、乳糖、食塩、砂糖、デキストリン、オリゴ糖、小麦粉、梅肉、鰹削り節、梅
酢、醤油、加工油脂、抹茶、でん粉、みりん、エキス（鰹節、酵母）、ぶどう糖果糖液糖、買う層カル
シウム、イースト、還元水あめ/調味料（アミノ酸等）、酸味料、着色料（アントシアニン、紅麹カロチ
ノイド）、香料、増粘剤（キサンタン）、酸化防止剤（ビタミンE）

小麦、乳、ごま、大豆

★バナナ バナナ
バナナ

豚焼き肉丼
精白米、豚バラ、玉ねぎ、【焼肉のたれ】醤油、砂糖、味噌、にんにく、醸造酢、食塩、ごま、酵母エ
キス、ビーフ香味調味料、香辛料、ジンジャーパウダー/アルコール、調味料（アミノ酸等）、増粘剤
（加工デンプン）、香料、甘味料（スクラロース、アセスルファムK）

小麦、乳、大豆、鶏肉、
豚肉

汁物

【米みそ】大豆（遺伝子組み換えでない）、米、食塩、昆布だし、かつお節エキス、かつおぶし粉末、
むろあじぶし粉末/酒精、調味料（アミノ酸等）、スモークフレーバー
または
【コンソメ】食塩、デキストリン、砂糖、たん白加水分解物、食用植物油脂、野菜エキスパウダー、
ビーフエキスパウダー、香辛料／調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、香料、胡椒

【味噌】大豆
【コンソメ】大豆、牛肉

いちご杏仁豆腐
果糖ぶどう糖液糖（国内製造）、砂糖、食用植物油脂、寒天、乳蛋白、ホエイパウダー／ゲル化剤
（増粘多糖類）、乳化剤、酸化防止剤（Ｖ．Ｃ）、香料（ストロベリーフレーバー）、野菜色素、酸味料
（クエン酸）、ｐＨ調整剤、パプリカ色素

乳

ごはん 精白米

ポタージュスープ
または
コンソメスープ

日替わり具
【ポタージュスープ】砂糖、粉末植物油脂、ポテトパウダー、デキストリン、食塩、コーンスターチ、
脱脂粉乳、食用植物油脂、オニオンエキスパウダー、チキンコンソメパウダー、ミルポワパウ
ダー、チーズ、、乳糖を主要原料とする食品、キノコエキスパウダー、うきみ（パセリ）//増粘剤
（加工でん粉、キサンタンガム）、調味料（アミノ酸等）、微粒酸化ケイ素、カラメル色素、マリー
ゴールド色素、香料
【コンソメ】食塩、デキストリン、砂糖、たん白加水分解物、食用植物油脂、野菜エキスパウダー、
ビーフエキスパウダー、香辛料／調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、香料、胡椒

【ポタージュ】　乳、大
豆、鶏肉、豚肉
【コンソメ】　大豆、牛
肉

ハンバーグ
イタリアントマトソースかけ

【ハンバーグ】鶏肉、粒状植物性たん白、たまねぎ、パン粉、豚脂、牛脂、砂糖、豚肉、植物油、食
塩、牛肉エキス、粉末状植物性たん白、ウスターソース、香辛料、酵母エキス、発酵調味料、乾燥
卵白、調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、加工デンプン、着色料(カラメル、ココア)、安定剤(増
粘多糖類)、トレハロース、甘味料(カンゾウ)
ズッキーニ、黄色パプリカ、赤色パプリカ、なす、トマト缶、ニンニク、砂糖、みりん、【コンソメ】食
塩、デキストリン、砂糖、たん白加水分解物、食用植物油脂、野菜エキスパウダー、ビーフエキス
パウダー、香辛料／調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、香料、胡椒

【ハンバーグ】小麦、
乳、卵、大豆、りんご
【コンソメ】大豆、牛肉

キャベツソテー キャベツ、調合油、酒、塩胡椒

ミニアジフライ 真アジ、衣（パン粉、小麦粉、小麦でん粉、食塩）／調味料（アミノ酸）、増粘剤（グァーガム）、着色
料（パプリカ色素）

小麦、大豆、青魚

茹でとうもろこし とうもろこし、食塩

スマイルポテト じゃがいも、植物油脂、ポテトフレーク、食塩、ぶどう糖/増粘剤（加工デンプン）、ピロリン酸ナト
リウム、香辛料抽出物、塩化カリウム

大豆

菜の花と薄揚げの
お浸し

菜の花、人参、油揚げ、酒、醤油、砂糖、みりん、和風だし

小麦、大豆

ピーマンと
竹輪の金平

ピーマン、人参、【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（アミノ酸等）、ソルビトール、㏗調整剤、V.C、増粘多糖類
醤油、酒、砂糖、みりん、和風だし、ごま、ごま油

【ちくわ】小麦、大豆
小麦、大豆、ごま

カスタードプリン
果糖ぶどう糖液糖、脱脂粉乳、植物油脂、加糖卵黄、バターミルクパウダー、卵黄油、乳糖を主要
原料とする食品、酵母エキス、デキストリン/ゲル化剤（加工でん粉、増粘多糖類）、乳化剤、香料、
カロチン色素

卵、乳、大豆

昼

食

夕

食

◆・・・使用する種類によって、アレルギー成分が変わります。担当にお尋ねください。

奥越高原青少年自然の家　6月献立

日付 2.5.8.11.14.17.20.23.26.29
NO.2

朝

食



献立名 原材料名 アレルギー情報

ごはん 精白米

味噌汁 日替わり具、【米みそ】大豆（遺伝子組み換えでない）、米、食塩、昆布だし、かつお節エキス、かつお
ぶし粉末、むろあじぶし粉末/酒精、調味料（アミノ酸等）、スモークフレーバー

大豆

せんキャベツ キャベツ

サバの塩焼き さば、食塩／加工でん粉、㏗調整剤、キシロース
さば

だし巻玉子 液卵（国内製造）、砂糖、植物油脂、かつお節だし、でん粉、醤油、こんぶだし、みりん、
でん粉発酵調味料、食塩、清酒/加工でん粉

卵、小麦、大豆

納豆

丸大豆（遺伝子組み換えでない）、納豆菌【タレ】しょうゆ、果糖ぶどう糖液糖、砂糖、食塩、昆布エキ
ス、かつお節エキス、昆布、しいたけエキス、酵母エキス、昆布魚介エキス、魚介たん白加水分解物、
煮干しエキス、そうだ節、みりん、発酵調味料／調味料（アミノ酸等）、アルコール、酸味料、ビタミン
B1、（一部に小麦・大豆・さばを含む）【からし】からし、食塩／アルコール、着色料（ウコン）、香料、
酸味料、香辛料

小麦、さば、大豆

ポテトサラダ
ばれいしょ、ドレッシング（食用植物油脂、乳糖を主要原料とする食品、砂糖、鶏卵、醸造酢、食塩、
乳たんぱく、チキンコンソメ）、人参、たまねぎ、香辛料/調味料（アミノ酸等）、増粘多糖類、酵素、香
辛料抽出物

小麦、卵、乳、大豆、鶏肉、
ゼラチン

ふりかけ
（わかめふりかけ、
もしくは梅ふりか
け）

【わかめふりかけ】いりごま、乳糖、食塩、わかめ、砂糖、大豆加工品、小麦粉、改装カルシウム、あお
さ、抹茶、乳製品、エキス（魚介、酵母）、青のり、でん粉、デキストリン、マーガリン、ぶどう糖果糖液
糖、イースト/調味料（アミノ酸等）、香料、カロチノイド色素
【うめふりかけ】いりごま、乳糖、食塩、砂糖、デキストリン、オリゴ糖、小麦粉、梅肉、鰹削り節、梅
酢、醤油、加工油脂、抹茶、でん粉、みりん、エキス（鰹節、酵母）、ぶどう糖果糖液糖、買う層カルシ
ウム、イースト、還元水あめ/調味料（アミノ酸等）、酸味料、着色料（アントシアニン、紅麹カロチノイ
ド）、香料、増粘剤（キサンタン）、酸化防止剤（ビタミンE）

小麦、乳、ごま、大豆

★プチケーキ
小麦粉、フラワーペースト（オリゴ糖、砂糖、高果糖液糖、濃縮リンゴ果汁、その他）、食用植物油脂、
砂糖、鶏卵、卵白粉、磯丸とオリゴ糖シロップ、食塩、全粉乳/ベーキングパウダー、加工でん粉、甘
味料（トレハロース）増粘多糖類、グリシン、香料、着色料（マリーゴールド）、酸味料、乳化剤

小麦、卵、乳、大豆、
りんご

ハヤシライス
牛肉、玉ねぎ、人参、しめじ、【ハヤシルウ】小麦粉、豚脂、砂糖、食塩、ブラウンルウ、トマトパウ
ダー、でん粉、粉末ソース、トマト調味料/着色料（カラメル、パプリカ色素）加工でんぷん、調味料
（アミノ酸等）、酸味料

小麦、大豆、豚肉

生野菜 キャベツ、グリーンリーフ

ブロッコリーサラダ

ブロッコリー、コーン、【ハム】鶏肉（国産、ブラジル）、豚もも（メキシコ）、でん粉、大豆たんぱく、食
塩、砂糖、香辛料/調味料（アミノ酸）、リン酸塩（Na）、酸化防止剤（V.C）、発色剤（亜硝酸Na）、着
色料（コチニール）、【コンソメ】食塩、デキストリン、砂糖、たん白加水分解物、食用植物油脂、野菜エ
キスパウダー、ビーフエキスパウダー、香辛料／調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、香料、胡椒、
【マヨネーズ】食用植物油脂、醸造酢、卵、食塩、砂糖類（砂糖、水あめ）、香辛料/増粘剤（加工でん
粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、香辛料抽出物、塩胡椒

【ハム】大豆、鶏肉、豚肉
【コンソメ】大豆、牛肉
【マヨネーズ】卵、大豆、り
んご

ごはん 精白米

ポタージュスープ
または
コンソメスープ

日替わり具
【ポタージュスープ】砂糖、粉末植物油脂、ポテトパウダー、デキストリン、食塩、コーンスターチ、脱
脂粉乳、食用植物油脂、オニオンエキスパウダー、チキンコンソメパウダー、ミルポワパウダー、チー
ズ、、乳糖を主要原料とする食品、キノコエキスパウダー、うきみ（パセリ）//増粘剤（加工でん粉、キ
サンタンガム）、調味料（アミノ酸等）、微粒酸化ケイ素、カラメル色素、マリーゴールド色素、香料
【コンソメ】食塩、デキストリン、砂糖、たん白加水分解物、食用植物油脂、野菜エキスパウダー、ビー
フエキスパウダー、香辛料／調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、香料、胡椒

【ポタージュ】　乳、大豆、
鶏肉、豚肉
【コンソメ】　大豆、牛肉

とり天カレー風味
【とり天】鶏肉、小麦粉、大豆たん白、食塩、ブドウ糖、米粉、衣（でん粉）／加工でん粉、調味料（アミ
ノ酸）、キシロース、ポリリン酸ナトリウム
カレー粉、天ぷら粉、食塩

小麦、大豆、鶏肉

南瓜の天ぷら
かぼちゃ、衣（小麦粉、米粉、でん粉、エンドウたん白粉)、揚げ油（大豆油）／膨張剤、乳化剤、着色
料（β‐カロテン、クルクミン）

小麦、大豆

ジャーマンポテト

じゃがいも、玉ねぎ、【ベーコン】豚バラ肉、食塩、卵たん白、大豆たん白、還元水あめ、砂糖、ポーク
エキス、豚コラーゲン/調味料（アミノ酸等）、リン酸塩（Na）、カゼインNa、増粘多糖類、酸化防止剤
（V.C）、発色剤（亜硝酸Na）、【コンソメ】食塩、デキストリン、砂糖、たん白加水分解物、食用植物油
脂、野菜エキスパウダー、ビーフエキスパウダー、香辛料／調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、香
料、胡椒、にんにく、粉パセリ、食塩

【ベーコン】卵、乳、大豆、
豚肉
【コンソメ】大豆、牛肉

野菜肉巻き煮
（大根、オクラ）

【野菜肉巻き】野菜(にんじん、いんげん、キャベツ、たまねぎ)、鶏肉、大豆たん白、パン粉、ブドウ
糖、でん粉、しょうゆ、食塩、水あめ、しょうが、香辛料/調味料(アミノ酸)、ピロリン酸Na、大豆、オ
クラ、醤油、酒、砂糖、みりん、和風だし

【野菜肉巻き】小麦、大豆、鶏
肉
小麦、大豆

スパゲティナポリタン

スパゲティ、玉ねぎ、ピーマン、ケチャップ、砂糖、【ウインナー】豚肉、豚脂肪、食塩、砂糖、香辛料／
ポリリン酸Na、調味料（アミノ酸等）、㏗調整剤、酸化防止剤（V.C）、発色剤（亜硝酸Na）、香辛料抽
出物、【コンソメ】食塩、デキストリン、砂糖、たん白加水分解物、食用植物油脂、野菜エキスパウ
ダー、ビーフエキスパウダー、香辛料／調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、香料、胡椒

【スパゲティ】小麦
【ウインナー】小麦、大豆、
豚肉
【コンソメ】大豆、牛肉

ハムチーズピカタ
全卵、植物油脂、チョップドハム、チーズ、砂糖、食塩／加工デンプン、調味料（有機酸等）、リン酸塩
（Ｎａ）、酸化防止剤（Ｖ．Ｃ）、着色料（クチナシ、カロチノイド）、増粘多糖類、ｐＨ調整剤、発色剤（亜硝
酸Ｎａ）

卵、乳、大豆、豚肉

桃のゼリー 砂糖混合ぶどう糖果糖液糖（国内製造）、水あめ、ピーチピューレ、もも濃縮果汁／ゲル化剤（増粘
多糖類）、酸味料、香料

もも

昼

食

夕

食

◆・・・使用する種類によって、アレルギー成分が変わります。担当にお尋ねください。

奥越高原青少年自然の家　6月献立

日付 3.6.9.12.15.18.21.24.27.30
NO.3

朝

食



献立名 原材料名 アレルギー情報

豚生姜焼き
豚肉、玉ねぎ、調合油、【生姜焼きのたれ】砂糖混合ぶどう糖果糖液糖（国内製造）、醤
油、食塩、しょうが、にんにく、ジンジャーパウダー/アルコール、調味料（アミノ酸等）、
増粘剤（加工でん粉、キサンタンガム）、酸味料、香辛料抽出物

小麦、大豆、豚肉

ハーブチキン
鶏肉、でん粉、食塩、砂糖、オリーブ油、醤油、マスタード、こしょう、オレガノ、チリパウ
ダー、トマトパウダー、パセリ、タイム、バジル、ローズマリー、チキンミートパウダー、
ガーリックパウダー/調味料（アミノ酸等）、ポリリン酸Na、香料

小麦、大豆、鶏肉

魚の照焼 日替わり魚、醤油、酒、みりん
小麦、大豆

ミニたい焼き あん（砂糖、小豆）（中国製造）、小麦粉、砂糖、とうもろこし粉、植物油脂、ぶどう糖、米
粉、食塩／膨張剤、増粘剤（グァーガム）

小麦、大豆

ミニケーキ

カスタード風味フラワーペースト（水あめ、砂糖、食用植物油脂、鶏卵、脱脂濃縮乳、そ
の他）、小麦粉、食用植物油脂、砂糖、鶏卵、卵白粉、食用加工油脂、食塩、ベーキングパ
ウダー、加工デンプン、グリシン、香料、乳化剤、酸味料、増粘多糖類、着色料（カロチ
ン）

小麦、卵、乳、
大豆

チョコパイ

小麦粉、ショートニング、砂糖、水あめ、植物油脂、乳糖、全卵、カカオマス、全粉乳、脱
脂粉乳、ココアバター、ホエイパウダー、乳等を主要原料とする食品（生クリーム、植物
油脂、乳糖、デキストリン、乳たんぱく）、洋酒、食塩、でん粉、還元水あめ、卵黄、乳たん
ぱく／ソルビトール、酒精、乳化剤（大豆由来）、膨脹剤、加工でん粉、香料、増粘剤（セ
ルロース、カラギーナン）

小麦、卵、乳、
大豆

奥越高原青少年自然の家　6月献立


