
日 曜 ｋｃａｌ ｇ 日 曜 ｋｃａｌ ｇ
ｴﾈﾙｷﾞｰ 蛋白質 ｴﾈﾙｷﾞｰ 蛋白質

（はちみつパン） 小 （ソフトめん）
（ジョア（しろぶどう）） ☆ さんさいうどんじる 646 29.5
ポークビーンズ 25 火 牛乳
メンチカツ　ソース 中 ささかまぼこのせんちゃあげ（小1中2コ） 830 38.4
ブルーベリータルト やさいいため

にくじゃが
あさりのみそしる

さばのしおやき
★かつおのごまがらめ ヨーグルト
キャベツとコーンのソテー （ナン）
とうふとわかめのすましじる キーマカレー

さわらのてりやき ミートコロッケ
★キムタクごはんのぐ
（ちゅうかめん） いんげんとコーンのソテー
かんとんめんじる 585 25.2 みそけんちんじる

わふうたれつきにくだんご（２コ）
ごもくパオズ（２コ）

725 30.0 ★おさつスティック
いためナムル きぬさやのみそしる
ワンタンスープ さけフライ　ソース
はるまき

★れんこんとごぼうのにもの
はるさめサラダ（ちゅうかドレッシング） 652 25.5
（こどもパン） 817 31.1
ミネストローネ 642 29.9

13 木 牛乳 チキンのバジルやき
ちぐさいため 813 37.6

（むぎごはん）
チキンカレー 627 19.5

★ゆでやさい（イタリアンドレッシング） 795 23.6
パインアップル
ほうれんそうとしめじのみそしる
あじのレモンペッパーやき

★ごもくきんぴら
★ちくぜんに

684 24.0
やさいコロッケ　ソース

836 28.7
★カラフルサラダ（わふうドレッシング）

マーボーどうふ
671 24.0

えびしゅうまい（小2中3コ）
854 30.1

おうとう
（ツイストパン）
ラビオリスープ
チキンたつた
ナタデココポンチ
かきたまじる
しろみざかなフライ　ソース

★ひじきのいために
ごもくスープ
むしぎょうざ（小2中3コ） 608 21.3

★しゃくしなチャーハンのぐ 789 27.0

※　（　）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）

　　 中濃ソース（小麦　大豆　りんご）　ウスターソース（大豆　りんご）
※　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！

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
栄　養　価 こんだて名

使　　　　用　　　　材　　　　料　　　　名
栄　養　価

（小麦粉　食塩　（アレルゲン：小麦））

（脱脂粉乳　マスカット果汁　還元麦芽糖水あめ　乳酸カルシウム　ビタミンD　（アレルゲン：乳）） 鶏肉　人参　山菜ミックス（ウワバミソウ　わらび　えのきたけ　たけのこ　食塩）　和風だし　しょうゆ　酒　

菜種油　にんにく　豚肉　人参　玉ねぎ　大豆　じゃがいも　トマト　コンソメ　ケチャップ　三温糖　食塩　こしょう　パセリ

スプーン お　　　か　　　ず

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

主　食 飲み物 スプーン お　　　か　　　ず 主　食 飲み物

菜種油　ベーコン（アレルゲン：豚肉）　にんじん　玉ねぎ　キャベツ　こしょう　コンソメ　食塩　

海藻カルシウム　発酵調味料　こんにゃく加工品　（アレルゲン：大豆）） 菜種油　豚肉　人参　玉ねぎ　じゃがいも　こんにゃく　和風だし　砂糖　みりん　しょうゆ　グリンピース

（ハガツオ　でん粉）　菜種油　三温糖　しょうゆ　みりん　ごま

油揚げ　わかめ

（豚肉　玉ねぎ　パン粉　バッター粉　食塩　こしょう　生姜　（アレルゲン：小麦　豚肉））　菜種油　中濃ソース 笹かまぼこ（スケソウダラ　でん粉　上白糖　食塩　みりん　酒）　菜種油　小麦粉　片栗粉　緑茶粉末　食塩

（砂糖　米粉　豆乳　ショートニング　水あめ　ブルーベリー果汁　コーンフラワー　植物油　でん粉　豆乳粉末
913 32.7

30.0
豆腐　和風だし　みそ　あさり　ほうれん草　長ねぎ

647 30.2
（さば　塩　（アレルゲン：さば））

926 34.0

＊　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　１８　回　） 平均栄養価

595 26.2
しいたけ　にんじん　和風だし　食塩　しょうゆ　みりん　酒　豆腐　ほうれん草　わかめ　

（脱脂粉乳　ぶどう糖果糖液糖　砂糖　全粉乳　ゼラチン　寒天　乳酸カルシウム　（アレルゲン：乳　ゼラチン））

菜種油　フランク（アレルゲン：豚肉）　にんじん　キャベツ　いんげん　コーン　こしょう　コンソメ　食塩

772

598 18.0

781 22.2
にんじん　きゅうり　はるさめ　食塩　中華ドレッシング（アレルゲン：小麦　ごま　大豆　鶏肉）

（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　（アレルゲン：小麦　乳　大豆））

ごはん 牛乳

菜種油　鶏肉　にんじん　ごぼう　しいたけ　れんこん　さつま揚げ　こんにゃく　三温糖　みりん　しょうゆ

（じゃがいも　豚肉　鶏肉　玉ねぎ　砂糖　マッシュポテト　大豆油　しょうゆ　食塩　香辛料　パン粉　米粉

（小麦粉　植物油脂　ショートニング　砂糖　食塩　イースト　（アレルゲン：小麦　大豆））

菜種油　にんにく　しょうが　豚肉　にんじん　玉ねぎ　大豆　じゃがいも　コンソメ　こしょう　トマトピューレー　

カレー粉　カレールウ（アレルゲン：小麦)　ウスターソース　トマトケチャップ　グリンピース

747

（小麦粉　食塩　かんすい　（アレルゲン：小麦））

11 火
ちゅうか
めん

牛乳

菜種油　鶏肉　椎茸　ごぼう　人参　里いも　こんにゃく　さつま揚げ　竹輪　和風だし　三温糖　醤油　みりん

菜種油　にんにく　豚肉　にんじん　玉ねぎ　スープストック　食塩　こしょう　トマト　じゃがいも　大豆

菜種油　にんにく　にんじん　もやし　こまつな　鶏がらスープ（アレルゲン：鶏肉）　しょうゆ　食塩　ごま油　ごま

鶏肉　人参　中華だし　食塩　こしょう　醤油　酒　ワンタン（アレルゲン：小麦 卵　ごま　大豆　豚肉）　キャベツ　わかめ　長ねぎ

こども
パン

(14) 金
むぎ

ごはん
牛乳

（パインアップル）

菜種油　にんにく　鶏肉　人参　玉ねぎ　じゃがいも　スープストック　カレー粉　ウスターソース

カレールウ（アレルゲン：小麦）　ケチャップ

にんじん　ほうれん草　キャベツ　食塩　イタリアンドレッシング（アレルゲン：大豆　りんご）

（鶏肉　植物油脂　バジル　食塩　にんにく　砂糖　香辛料　赤ピーマン　酒　（アレルゲン：鶏肉））

炒り卵（アレルゲン：大豆　卵）

（精米　米粒麦）

31.5
菜種油　豚肉　ごぼう　こんにゃく　さつま揚げ　みりん　三温糖　和風だし　しょうゆ　いんげん　ごま油　ごま

574 25.5
月 牛乳

豆腐　しめじ　和風だし　みそ　ほうれん草

ごま油　にんにく　生姜　豚肉　しいたけ　にんじん　玉ねぎ　たけのこ　鶏がらスープ（アレルゲン：鶏肉）　

醤油ラーメンの素（アレルゲン：小麦　大豆　豚肉）　しょうゆ　うずら卵　きくらげ　にら　片栗粉

（豚肉　小麦粉　玉ねぎ　高野豆腐　ひじき　鶏肉　パン粉　でん粉　えび　小麦たんぱく　しょうゆ　砂糖　

食塩　（アレルゲン：小麦　大豆　鶏肉　豚肉　えび））

※　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。

しょうゆ　コーン　しゃくし菜漬け（アレルゲン：小麦　大豆）

（キャベツ　豚肉　植蛋　鶏肉　ほうれん草　豚脂　しょうが　みりん　小麦粉　植物油脂

米粉　しょうゆ　食塩　香辛料　発酵調味料　でん粉　（アレルゲン：小麦　大豆　鶏肉　豚肉））

ごま油　にんにく　人参　長ねぎ　焼き豚（アレルゲン：豚肉）　炒り卵（アレルゲン：大豆　卵）　こしょう

菜種油　鶏肉　しいたけ　にんじん　ひじき　こんにゃく　大豆　和風だし　三温糖　しょうゆ　みりん　油揚げ

生姜　人参　豆腐　竹の子 中華だし 鶏がらスープ（アレルゲン：鶏肉）　食塩　醤油　酒　なると　片栗粉　ごま油

(24) 月 ごはん 牛乳

　　 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。
※　『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。 

(21) 金 ごはん 牛乳
791 31.9

648

（鶏肉　でん粉　醤油　酒　生姜　みりん　（アレルゲン：小麦　大豆　鶏肉））　菜種油

パインアップル　みかん　もも　はちみつゼリー　ナタデココ

にんじん　豆腐　えのきたけ　和風だし　食塩　しょうゆ　ほうれん草　片栗粉　卵

（ホキ　パン粉　小麦粉　でん粉　植物性油脂　食塩　（アレルゲン：小麦　大豆）)　菜種油　中濃ソース

（黄桃　砂糖　（アレルゲン：もも）)

(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　（アレルゲン：小麦　乳　大豆）)
642 24.1

菜種油　豚肉　人参　玉ねぎ　コンソメ　醤油　こしょう　マッシュルーム　ラビオリ（アレルゲン：小麦 大豆 鶏肉 豚肉）　キャベツ

27.2

(7) 金 ごはん 牛乳
827 37.5

（さわら　醤油　砂糖　魚醤　食塩　生姜　酵母エキス　食塩　でん粉 （アレルゲン：小麦　大豆　さけ））　

菜種油　豚肉　たくあん（アレルゲン：小麦 大豆 ごま）　キムチ（アレルゲン：小麦 大豆 りんご ごま ゼラチン）　長ねぎ　ごま

6 木
はちみつ

パン
ジョア

728 26.2

(10) 月 ごはん 牛乳
755 32.1

みそ　マーボー豆腐の素（アレルゲン：小麦　大豆）　豆腐　片栗粉　長ねぎ

（えび　玉ねぎ　たら　加工油脂　パン粉　でん粉　砂糖　食塩　ほたてエキス　還元水あめ

えびエキス　酵母エキス　香辛料　小麦粉　（アレルゲン：小麦　えび））

パン粉　バッターミックス　（アレルゲン：小麦　大豆））　菜種油　中濃ソース

キャベツ　にんじん　きゅうり　コーン　食塩　和風ドレッシング

（じゃがいも　玉ねぎ　人参　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

(17) ごはん
（まあじ　還元水あめ　植物油　食塩　米発酵調味料　デキストリン　レモン果汁　酵母エキス　でん粉　

アンチョビ　にんにく　ごま油　生姜　こしょう　（アレルゲン：ごま））

(31) 月

(20) 木
ツイスト

パン
牛乳

812 29.1

(18) 火 ごはん 牛乳

(19) 水 ごはん 牛乳

菜種油　しょうが　豚肉　しいたけ　人参　玉ねぎ　たけのこ　上白糖　ケチャップ　しょうゆ

(12) 水 ごはん 牛乳
（玉ねぎ　キャベツ　もやし　にんじん　たけのこ　植物油脂　でん粉　小麦粉　ショートニング　植蛋　しょうゆ

春雨　食塩　砂糖　鶏肉　酵母エキス　こしょう　小麦粉　糖類　大豆油　（アレルゲン：小麦　大豆　鶏肉））　菜種油

728

（鮭　パン粉　でん粉　小麦粉　小麦でん粉　大豆たんぱく　食塩　こしょう　（アレルゲン：小麦　大豆　さけ））

ベーコン（アレルゲン：豚肉）　にんじん　いんげん　コーン　こしょう　スープストック　食塩

菜種油　鶏肉　ごぼう　にんじん　だいこん　こんにゃく　さといも　和風だし　宝蔵寺味噌　豆腐　油揚げ　長ねぎ
633 21.9

（鶏肉　玉ねぎ　植蛋　食物繊維　豚脂　砂糖　にんにく　酵母エキス　ぶどう糖　食塩　香辛料　しょうが

小麦粉　（アレルゲン：小麦　大豆　鶏肉　豚肉））　菜種油　中濃ソース

菜種油　中濃ソース
32.7865

28.8

910 35.0

菜種油　ハム（アレルゲン：豚肉）　人参　キャベツ　もやし　こしょう　食塩　コンソメ　ほうれん草　

ソフト
めん

ごはん 牛乳

ナン 牛乳

ごはん 牛乳

(26) 水

27 木

(28) 金
菜種油　でん粉　酒　しょうゆ　酢　植物油　オイスターエキス　（アレルゲン：大豆　鶏肉　豚肉））

762 25.1
（さつまいも　砂糖　植物油脂）

豆腐　和風だし　みそ　油揚げ　絹さや　長ねぎ
691 27.0

赤色のなかま 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・筋肉がつくる 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

新年度を迎えて１か月がたち、新しい学年やクラスにも

少しずつ慣れてきたことと思います。同時に今までの緊張

感がゆるみ、体や心に少し疲れがでてきたのではないで

しょうか？元気な学校生活を送るためにも「早寝・早起

き・朝ごはん」を合言葉に、自分の生活リズムをととのえ

ましょう。

☆今月の特別メニュー☆

☆今月の羽生産食材☆

米

きゅうり

玉ねぎ

早寝 早起き 朝ごはん

体のスイッチ

脳のスイッチ

おなかのスイッチ

朝食は、寝ている間に不足したエネ

ルギーや栄養素を補給することができ

るので、午前中に元気に活動するため

の力になります。

ごはんやパンに含まれている炭水化

物は、体の中でブドウ糖に分解され、

脳のエネルギー源になります。

体は、朝食をとると、腸が動いてう

んちがしたくなるような仕組みになっ

ています。朝食をとってうんちを出し

ましょう。

羽生市の特産のみそ

「宝蔵寺みそ」を紹介します♪
宝蔵寺みそという名前の由来は、昔、このみそが

「宝蔵寺」という場所で作られていたからといわれて

います。

給食で使用されている宝蔵寺みそは、

キヤッセ羽生内のコスモス工房の方々の

手作りです。風味豊かなおいしいみそな

ので、楽しみにしていてくださいね！

２５(火) ･･･笹かまぼこの煎茶あげ

→５月１日（土）は八十八夜です。

「夏も近づく八十八夜～♪」という歌にも

あるように、立春から数えて８８日目のこ

とを「八十八夜」といい、この日に１番おい

しいお茶ができると昔からいわれています。

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

宝蔵寺みそ


