
1年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 職員 給食室 保存食

★
★

◆アレルギー対応
１－３（Aさん）　

いか、絹さやは下茹でする ２－７（Bさん）　３－２（Cさん）
②麺はクラスごとに茹でて油を うずら卵除去

からめ、１人分ずつ丸めてバットに配かんする
２－３（Dさん）
いか除去

※うずら卵、いか除去
同じタイミングで取り分け
麺　中碗
汁　大碗

★
◆アレルギー対応

１－２（Eさん）
ごま除去

★

★
◆アレルギー対応

②卵をミキサーにかけ十分に撹拌し １－３（Aさん）１－４（Fさん）　
２－７（Bさん）　３－２（Cさん）

③２をたらいにあけ、１の粉を 提供しない
加えて混ぜ、溶かしバターをいれ

※りんごは皮つきで使う　シナモン 0.02
　干しぶどう 2.30   48枠でカット

いちょう切り ⑤12分～13分で中心温度を確認する★りんご 4.60 ◆
　さつまいも 14.00 1cm角切り ④生地を流し、170℃のオーブンで焼く

溶かす さつま芋、りんご、レーズン加える　マーガリン 5.00
　調理用牛乳 6.00
　三温糖 6.50

小バット トング 小皿★たまご 15.00 ◆ 割卵する    砂糖を２回に分けて入れる
　ベーキングパウダー 0.80
　薄力粉 18.00 ①粉類は合わせてふるう。
【さつま芋とりんごのケーキ】

パラパラになったら青のりを加える　あおのり 0.02
　こいくちしょうゆ 0.80 が出たら煮干しと大豆を入れかき混ぜ、

釜にしょうゆを煮立て砂糖を溶かし、大きな泡 小ボール スプーン　三温糖 0.18
3分焼く　煎り大豆(国産､乾) 1.80

　かえり煮干し 2.30 煮干しと大豆は160℃のオーブンで
【青のり大豆小魚】
　キムチの素（テーオー） 0.70
　ごま油 0.58
　三温糖 0.44
　こいくちしょうゆ 2.00
★ごま(いり） 1.00 ◆ 煎って半ｽﾞﾘ
　ロースハム 5.00 せん切り

せん切り 　◆ごま除去あり　きゅうり 10.00
　キャベツ 20.00 せん切り

④ごまを加える　ごま油 0.10
　◆除去食を取り分ける

中ボール トング 中碗
　本みりん 0.30
　食塩 0.06 ③具材を調味料であえる
　水 0.30

下煮用 ②野菜、ハムは茹でて真空冷却機で冷却する　清酒(上撰) 1.50
　こいくちしょうゆ 1.15 下煮用   真空冷却機で冷却する

  下煮用の調味料でかために煮て　水（切り干し大根4.5倍） 7.00
洗って戻す ①切り干し大根はざく切りにして、　切干しだいこん 2.00

【切り干し大根のナムル】
　こいくちしょうゆ 4.00
　白こしょう 0.03
　食塩 0.80
　しょうが 0.24

くったりしなくてよい　水 136.00
　豚骨パック 4.80 少なくすると、きゃべつが

配缶から逆算して煮る時間をなるべく　鶏がらパック 4.00
　炒め油 0.56
　さやえんどう(ゆで) 4.00 斜め小口切り

　◆いか、うずら卵除去あり　ねぎ 2.40 斜め小口切り
　清酒(上撰) 0.64
　板なしかまぼこ 6.00 短冊切り ⑥ねぎ、絹さやを加えて味を調える

  調味する★いか　短冊 8.00 ◆
⑤いか、うずら卵を加えて残りの調味料で★うずら卵(水煮） 12.00 ◆

　豚ももこまぎれ 14.00 　◆除去食を取り分ける
　たけのこ(水煮) 8.00 いちょう切り

④かまぼこをいれて2/3の調味料を入れる
大食缶 お玉

　干し椎茸戻し水（5倍) 4.80
　干し椎茸　スライス 1.20 ③油で肉、野菜を炒めて、スープを加える
　りょくとうもやし 7.00
　玉葱 14.00 2cmうす切り

せん切り はし　にんじん 4.40
大バット トング２ 大碗　キャベツ 16.00 ざく切り ①がらでスープをとる

　サラダ油 1.60
★冷凍ラーメン 120.00 麺１人1２0g　
【長崎チャンポン】

クラスごとに数え、牛乳保冷庫に保管 牛乳ケース　牛乳（200ml） 206.00

予定時刻 配缶 配食 食器食品名 1人分 使用量 発注量
納入
業者

切り方 調理方法

0令和　　年　月　 日　曜日　行事（　　　　　　　　　　　　　　　　） :

我孫子市立〇〇小学校
※提案する学校の食数と給食時間（仕様書21－①） 校　長 栄養士 責任者

に応じて、調理業務工程表を作成すること。 給食時間 合計



1年 2年 3年 職員 給食室 保存食 合計

★
★

◆アレルギー対応
１－３（Aさん）　

いか、絹さやは下茹でする ２－７（Bさん）　３－２（Cさん）
②麺はクラスごとに茹でて油を うずら卵除去

からめ、１人分ずつ丸めてバットに配かんする
２－３（Dさん）
いか除去

※うずら卵、いか除去
同じタイミングで取り分け
麺　中碗
汁　大碗

★
◆アレルギー対応

１－２（Eさん）
ごま除去

★

★
◆アレルギー対応

②卵をミキサーにかけ十分に撹拌し １－３（Aさん）１－４（Fさん）　
２－７（Bさん）　３－２（Cさん）

③２をたらいにあけ、１の粉を 提供しない
加えて混ぜ、溶かしバターをいれ

　シナモン 0.03
  48枠でカット　干しぶどう 3.00

いちょう切り ⑤12分～13分で中心温度を確認する★りんご 6.00 ◆
1cm角切り ④生地を流し、170℃のオーブンで焼く　さつまいも 18.00
溶かす    さつま芋、りんご、レーズン加える　マーガリン 6.50

　調理用牛乳 8.00

小バット トング 小皿
　三温糖 8.50
★たまご 20.00 ◆ 割卵する 砂糖を２回に分けて入れる
　ベーキングパウダー 1.00

①粉類は合わせてふるう。　薄力粉 23.00
【さつま芋とりんごのケーキ】
　あおのり 0.03 パラパラになったら青のりを加える

が出たら煮干しと大豆を入れかき混ぜ、
釜にしょうゆを煮立て砂糖を溶かし、大きな泡 小ボール スプーン

　こいくちしょうゆ 1.10
　三温糖 0.24
　煎り大豆(国産､乾) 2.40 3分焼く

煮干しと大豆は160℃のオーブンで　かえり煮干し 3.00
【青のり大豆小魚】
　キムチの素（テーオー） 0.90
　ごま油 0.75
　三温糖 0.57
　こいくちしょうゆ 2.60

煎って半ｽﾞﾘ★ごま(いり） 1.30 ◆
　ロースハム 6.50 せん切り
　きゅうり 13.00 せん切り 　◆ごま除去あり

せん切り
④ごまを加える

　キャベツ 26.00
　ごま油 0.10

中碗
　本みりん 0.40 　◆除去食を取り分ける

③具材を調味料であえる 中ボール トング　食塩 0.08
　水 0.50
　清酒(上撰) 2.00 下煮用 ②野菜、ハムは茹でて真空冷却機で冷却する

下煮用   真空冷却機で冷却する
  下煮用の調味料でかために煮て

　こいくちしょうゆ 1.50
　水（切り干し大根4.5倍） 9.10
　切干しだいこん 2.60 洗って戻す ①切り干し大根はざく切りにして、
【切り干し大根のナムル】
　こいくちしょうゆ 5.00
　白こしょう 0.04
　食塩 1.10
　しょうが 0.30
　水 170.00 くったりしなくてよい

少なくすると、きゃべつが
配缶から逆算して煮る時間をなるべく

　豚骨パック 6.00
　鶏がらパック 5.00
　炒め油 0.70

斜め小口切り
　◆いか、うずら卵除去あり

　さやえんどう(ゆで) 5.00
　ねぎ 3.00 斜め小口切り
　清酒(上撰) 0.80

短冊切り ⑥ねぎ、絹さやを加えて味を調える
  調味する

　板なしかまぼこ 7.00
★いか　短冊 10.00 ◆
★うずら卵(水煮） 15.00 ◆ ⑤いか、うずら卵を加えて残りの調味料で

　◆除去食を取り分ける　豚ももこまぎれ 18.00
　たけのこ(水煮) 10.00 いちょう切り
　干し椎茸戻し水（5倍) 6.00 ④かまぼこをいれて2/3の調味料を入れる

③油で肉、野菜を炒めて、スープを加える 大食缶 大お玉　干し椎茸　スライス 1.50
　りょくとうもやし 9.00

2cmうす切り
せん切り はし

　玉葱 17.00
　にんじん 7.00

ざく切り ①がらでスープをとる 大バット トング２ 丼　キャベツ 20.00
　サラダ油 2.00

麺１人150g　　冷凍ラーメン 150.00

牛乳ケース
【長崎チャンポン】

食器

　牛乳（200ml） 206.00 クラスごとに数え、牛乳保冷庫に保管

納入
業者

切り方 調理方法 予定時刻 配缶 配食

0

食品名 1人分 使用量 発注量

令和　　年　月　 日　曜日　行事（　　　　　　　　　　　　　　　　） :

我孫子市立〇〇中学校
※提案する学校の食数と給食時間（仕様書21－①） 校　長 栄養士 責任者
に応じて、調理業務工程表を作成すること。 給食時間


