
日 曜 ｋｃａｌ ｇ
ｴﾈﾙｷﾞｰ 蛋白質

とんじる 小
あじのしおやき 659 26.8
★ごぼうサラダ 中

842 33.1
☆ （わかめごはん）

ウェーブワンタンスープ

とりのからあげ（２コ）
おいわいこうはくゼリー
（ツイストパン）
ジュリエンヌスープ

15 木 牛乳 ハンバーグ　てりやきソース

かたぬきチーズ
はるキャベツのみそしる
フランク　わふうソース

★たけのこごはんのぐ
えのきのすましじる
やさいコロッケ　ソース

　さんしょくそぼろ
（ソフトめん）
わかめうどんじる
★キャラメルナッツポテト
ブロッコリーサラダ（わふうドレッシング）

（ジョア（プレーン））
ちゅうかどんのぐ

とうふのとさあげふう

（オレンジ）
（こどもパン）
アルファベットスープ
ポテトとおこめのささみカツ

カクテルポンチ
ポークカレー

チキンナゲット（小２中３コ）

かいそうサラダ　（ナムルドレッシング）

わかたけじる

さわらのさいきょうやき
★ひじきごはんのぐ
コンソメスープ

とりにくのてりやき
いんげんとコーンのソテー
たまごとコーンのちゅうかスープ
あげぎょうざ（小２中３コ）

ぶたにくのプルコギふう

なめこのみそしる
とうふハンバーグ　あんかけ

ウィンナーとこまつなのソテー
654 25.7
826 31.4

※　（　）しるしの日は、おわんが２こつきます。　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※　主な調味料のアレルゲンについて
※　☆しるしの日は、特別献立です。
※　太字のものは、学校配送品です。 　　 コンソメ（小麦　大豆　豚肉　鶏肉）

※　スプーンしるしの日は、先割れスプーンがつきます。
※★のついている日は、かみかみメニューです！
　　意識して“よくかんで”食べる日にしましょう！

片栗粉　にら　ごま

＊　材　料　入　荷　の　都　合　に　よ　る　献　立　変　更　は　、　ご　了　承　く　だ　さ　い　。　（　給　食　回　数　１３　回　） 平均栄養価

　　 中華だし（大豆　鶏肉　豚肉　ごま） スープストック（大豆　豚肉　ゼラチン）

※　『植蛋』とは、大豆・小麦を原料として作った植物性たんぱく質を主体とする食品です。

(30) ごはん

小麦粉　食塩　植物油脂　（アレルゲン：鶏肉　豚肉　大豆　小麦　乳　ごま））　菜種油

ごま油　にんにく　しょうが　豚肉　たまねぎ　にんじん　清酒　みりん　三温糖　しょうゆ　甜麺醤（アレルゲン：大豆　ごま）
863 32.2

なめこ　和風だし　みそ　豆腐　わかめ　ねぎ　
580 20.4

ウィンナー　にんじん　小松菜　しょうゆ　食塩　こしょう
751 25.2

火 ごはん 牛乳
585 25.1

727

※　『乳蛋』とは、牛乳を原料として作った動物性たんぱく質を主体とする食品です。 
※　調味料の配合内容等、詳しく知りたい方は給食センターまでお問い合わせください。

食品の体内でのおもなはたらきは、赤・黄・緑のグループにわけられます。バランスよく食べて健康な体をつくりましょう。

29.4
ごはん

（さわら　白味噌　みりん　酒　砂糖　（アレルゲン：大豆））
786 36.5

菜種油　鶏肉　干ししいたけ　にんじん　笹かまぼこ　ひじき　和風だし　砂糖　みりん　しょうゆ　清酒　油揚げ　いんげん

(26) 月 牛乳

牛乳金
（植物性たん白　たまねぎ　鶏肉　豆腐　豚脂　でん粉　みりん　調味料　（アレルゲン：大豆　鶏肉　豚肉））

和風だし　砂糖　しょうゆ　酢　みりん　片栗粉

豚肉　にんじん　たまねぎ　じゃがいも　コンソメ　食塩　白こしょう　ほうれん草　

（鶏肉　醤油　砂糖　魚醤　食塩　生姜　でん粉　アルコール　（アレルゲン：鶏肉　小麦　大豆　さけ））

菜種油　ベーコン　にんじん　いんげん　コーン　スープストック　食塩　こしょう

鶏肉　にんじん　たまねぎ　中華だし　食塩　しょうゆ　清酒　コーンクリーム　片栗粉　液卵

（キャベツ　にら　にんにく　鶏肉　豚脂　大豆たん白　まぐろ　パン粉　でんぷん　ごま油　しょうゆ　清酒　香辛料　

(27)

チキンコンソメ　醤油　香辛料　食塩　なたね油　とうもろこし油　（アレルゲン：鶏肉　小麦　乳　大豆））　菜種油

もやし　キャベツ　（わかめ　ふのり　赤つのまた　茎わかめ　きざみ昆布）　ナムルドレッシング（アレルゲン：ごま　大豆　鶏肉　豚肉　小麦）

（豆腐　大豆油　植物性たん白　魚肉すり身　調合油　砂糖　でんぷん　液卵　食塩　かつお風味調味料　小麦粉

かつおエキス　かつお削り節　食塩　（アレルゲン：卵　小麦　大豆））　清酒　和風だし　みりん　しょうゆ

（オレンジ）

　　　

（小麦粉　砂糖　ショートニング　イースト　脱脂粉乳　食塩　小麦たんぱく　ビタミンC　（アレルゲン：小麦　乳　大豆））
586 23.8

30.0

698 23.3

759 29.8
パインアップル　みかん　もも　カクテルゼリー（アレルゲン：りんご　もも　大豆）

27.4

652 25.6

857 35.1
菜種油　鶏肉　干ししいたけ　にんじん　たけのこ　和風だし　砂糖　しょうゆ　清酒　油揚げ　

にんじん　えのきたけ　和風だし　食塩　しょうゆ　豆腐　わかめ　長ねぎ　

（じゃがいも　たまねぎ　にんじん　コーン　グリンピース　砂糖　醤油　食塩　ワイン　大豆油　こしょう　パン粉　バッターミックス

（アレルゲン：小麦　大豆））　菜種油　ソース

（豚肉　食塩　砂糖　香辛料　こしょう　カルワイ　パン酵母　（アレルゲン：豚肉））　ごま油　にんにく　たまねぎ

砂糖　しょうゆ　みりん　唐辛子　片栗粉　

25.6

31.7

菜種油　豚肉　にんじん　大根　じゃがいも　和風だし　みそ　豆腐　長ねぎ

火 ごはん 牛乳
（まあじ　食塩　（アレルゲン：なし））

（ごぼう　マヨネーズ　しょうゆ　砂糖　ごま　かつおだし　発酵調味料　焼きあごだし　醸造酢　食塩　植物油脂　香辛料

（アレルゲン：卵　大豆　小麦　ごま））　コーン

（米　わかめ　砂糖　食塩　（アレルゲン：なし））

豚肉　干ししいたけ　にんじん　たまねぎ　中華だし　醤油ラーメンの素（アレルゲン：小麦　大豆　豚肉）　しょうゆ

令和３年 羽生市学校給食センター
こんだて名

使　　　　用　　　　材　　　　料　　　　名
（ 太 字 の 材 料  は 羽 生 産 食 材 で す ）

栄　養　価

主　食 飲み物 スプーン お　　　か　　　ず

28.8

ツイスト
パン

(19) 月 ごはん 牛乳
689 24.5

844 29.5

ベーコン　にんじん　たまねぎ　コンソメ　食塩　こしょう　キャベツ　パセリ　

（豚肉　鶏肉　たまねぎ　パン粉　でん粉　植蛋　砂糖　食塩　チキンエキス　酵母エキス　香辛料　（アレルゲン：豚肉　鶏肉　小麦））

しょうゆ　みりん　砂糖　しょうが　片栗粉　

（水あめ　粉あめ　いちご砂糖漬け　ぶどう糖果糖液糖　豆乳加工品　砂糖　　(アレルゲン：大豆））

（小麦粉　砂糖　ショートニング　イースト　脱脂粉乳　食塩　小麦たんぱく　ビタミンC　（アレルゲン：小麦　乳　大豆））

食塩　桜ちらしかまぼこ　ウェーブワンタン（アレルゲン：小麦）　もやし　にら　しょうが

（鶏肉　清酒　食塩　（アレルゲン：鶏肉））　片栗粉　菜種油
885 32.0

835 31.9
（ナチュラルチーズ　（アレルゲン：乳））

豆腐　キャベツ　和風だし　みそ　わかめ　長ねぎ　
655

火
ソフト
めん

牛乳

(13)

(14) 水
わかめ
ごはん

牛乳

754

豚肉　しょうが　砂糖　しょうゆ　清酒　炒り卵（アレルゲン：卵　大豆）

(16) 金 ごはん 牛乳

（小麦粉　食塩　（アレルゲン：小麦））

鶏肉　にんじん　えのきたけ　和風だし　しょうゆ　清酒　砂糖　油揚げ　わかめ　ほうれん草　長ねぎ　
678

857
ブロッコリー　カリフラワー　食塩　和風ドレッシング（アレルゲン：なし）

さつまいも　菜種油　バター　砂糖　生クリーム　アーモンド
20

(21) 水 ジョア

681 28.1菜種油　しょうが　豚肉　にんじん　たまねぎ　たけのこ　中華だし　食塩　こしょう　三温糖　うずら卵　いか　なると

キャベツ　ほうれん草　片栗粉　ごま油

837 33.0

（脱脂粉乳　砂糖　クリーム　乳酸カルシウム　ビタミンD　(アレルゲン：乳））

ごはん

28.2

(28) 水 ごはん 牛乳

668 25.5

(22) 木 牛乳 （鶏肉　ポテトフレーク　米パン粉　食塩　香辛料　でんぷん　食物繊維　酵母エキス　砂糖　なたね油　パーム油　

899

たけのこ　和風だし　食塩　しょうゆ　清酒　なると　わかめ　

菜種油　にんにく　豚肉　にんじん　たまねぎ　じゃがいも　カレー粉　スープストック　カレールウ（アレルゲン：小麦）

(23) 金 ごはん 牛乳
トマトケチャップ　ウスターソース

（鶏肉　コーングリッツ　小麦粉　でんぷん　食塩　脱脂粉乳　ぶどう糖　香辛料　でんぷん　大豆たん白　植物油脂　

614

こども
パン

鶏肉　にんじん　じゃがいも　たまねぎ　コンソメ　鶏ガラスープ（アレルゲン：鶏肉）　食塩　こしょう　ピーマン　マカロニ

食塩　大豆たん白　香辛料　（アレルゲン：鶏肉　大豆））　菜種油　

赤色のなかま 学校給食の食材は、出荷などの時点で放射線量の検査が行われ、

安全性が確認されているものを使用しております。

食材の産地・放射性物質の測定結果は、羽生市のホームページ

に掲載しております。

お知らせ

緑色のなかま黄色のなかま

おもに体をつくるはたらき (あか) おもに熱や力のもとになるはたらき (きいろ) おもに体の調子を整えるはたらき (みどり)

たんぱく質・無機質など 炭水化物・脂肪など ビタミン・無機質など

体をつくる・筋肉がつく 元気に運動ができる かぜをひきにくい・おなかの調子がよい

肉･魚・小魚・豆腐・豆類・乳製品・卵 ごはん・パン・めん・いも類・油 緑黄色野菜・淡色野菜・くだもの

彩り豊かな花々が咲き誇る中、新しい１年がスタートしました。本年度も、

安心・安全はもとより、子どもたちが楽しみにしてくれるようなおいしい給

食づくりに努めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

地域でとれる食

材や旬の食材を積

極的に使用してい

ます。

行事食や郷土料

理、世界の料理

など、バラエ

ティーに富んだ

献立作りを心が

けています。

文部科学省が定

める「学校給食摂

取基準」に基づき、

１日に必要な栄養

の３分の１～半分

程度がとれるよう

にしています。

野菜や果物は流水

で３回以上洗い、生

で食べる果物やミニ

トマトなどを除き、

すべて加熱調理して

います。

小学校１年生の給食

は、１4日（水）から

始まります。

忘れずに「はし」を

持ってきてください。

髪の毛が出ないよう、ぼうしをしっかりかぶる

マスクで鼻と口をおおう

清潔な給食着を身につける

爪は短く切っておき、手をきれいに洗う

※手にけがをしている人や、おなかの調子が

悪い人は、担任の先生に知らせてください。

ご飯や汁物の入った

おわんは手に持つ

足を床につける

背筋をぴんと伸ばす

ひじをつかない

いすに深く腰かける

机と体の間は、

こぶし１個分あける

① 石けんは、しっかり

あわ立てましょう。

② 指の間や指先とつめ、手首なども
忘れずにしっかり洗いましょう。

今月の羽生産食材

・米

今月の埼玉県産食材

・長ねぎ

今月の埼玉県産食材

14日 入学・進級お祝い献立


