
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

（ちゅうかめん） 小 ★こんさいカレー
みそラーメンじる

プレーンオムレツ
カレーコロッケ 中 キャベツとツナのソテー

しんたまねぎとわかめのみそしる
パインスライス ゼリーフライ
キムチスープ

585 24.9 ★しゃくしなごはんのぐ
フーヨーハイ　あんかけ わかめとキャベツのすましじる

743 30.2 ハンバーグ　おろしソース
えびとコーンのソテー
（はちみつパン） さいのくになっとう　たれつき
コーンシチュー 746 27.8 マーボーなす

647 27.6
やきフランク 978 36.1 さいのくにねぎみそパオズ
カクテルポンチ （２コ）　　 792 31.4
★いそに チーズ

（ライスボール）
★いかのしょうがやき クリームシチュー
いちごヨーグルト
とうふとほうれんそうのみそしる たれつきにくだんご（2コ）

★さんまのかばやきふう とちおとめゼリー
さんしょくそぼろ ごじる
★ごもくきんぴら

649 26.1 あかうおのさいきょうやき
(8) 火 牛乳 とうふハンバーグ　あんかけ ミニトマト（2コ）

833 31.9 とうふのピリからスープ
★アーモンドフィッシュ しろみざかなのバジルフライ　ソース

しょうゆけんちんじる
ちくわといんげんのいために

★ししゃもフライ（2コ）　ソース （ちゅうかめん）
にびたし ちゃんぽんめんじる 615 26.9
（こどもパン） 29 火
ミネストローネ ポークしゅうまい（小2中3コ） 795 34.2
ささみチーズフライ　ソース オレンジゼリー
おうとう レタスとトマトのスープ
はるさめスープ ☆ ルンピア
しろごまつくね　あんかけ (30) （フィリピンふうはるまき）

　　　　（小2中3コ） パンシットビーフン
こまつなとメンマのソテー 630 25.7
いとかまぼこのスープ 796 31.2
さわらのからみやき

ほうれんそうとしめじのにびたし
（ソフトめん）
なすなんばんうどんじる
ちくわのいそべあげ（小1中2コ）
もやしとコーンのカレーいため
あつあげのそぼろに

682 20.8
かぼちゃコロッケ　ソース
　 871 25.6
★むらさきいもチップス
（ツイストパン）
ブロッコリーのスープ 567 23.2
えびグラタン

702 27.6
ほうれんそうのソテー

※　（　）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！

＊揚げ油変更（菜種油→米油）に伴い、菜種油と米油の混合になる場合があるため、どちらも記載しています。

(11) 金 ごはん 牛乳

牛乳ごはん月(14)

（小麦粉　食塩　（アレルゲン：小麦））
623 25.8

32.3719
ごま油　にんにく　（アレルゲン：小麦　大豆　さけ　ごま））

菜種油　もやし　しめじ　ほうれん草　和風だし　上白糖　みりん　しょうゆ　油揚げ

848 34.6

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。

菜種油　ベーコン（アレルゲン：豚肉）　人参　いんげん　ほうれん草　コンソメ　食塩　こしょう

577

グリンピース　片栗粉

（アレルゲン：小麦　大豆　豚肉））　米油　菜種油　中濃ソース

菜種油　人参　もやし　コーン　食塩　こしょう　スープストック　カレー粉　にら

(4) 金 ごはん 牛乳

ごはん

(9) 水 牛乳ごはん

(7) 月 ごはん 牛乳

ちゅうか
めん

587

772 32.9

牛乳木24
ライス
ボール

ごはん 牛乳
（赤魚　みそ　砂糖　みりん　（アレルゲン：大豆））

683 28.7
ミニトマト

(28) 月 ごはん 牛乳

724 28.8

630 25.1

（鶏肉　玉ねぎ　植蛋　食物せんい　豚脂　砂糖　にんにく　ぶどう糖　食塩　生姜　菜種油　でん粉　酒　小麦不使用しょうゆ

1

主　食

火

菜種油　にんにく　生姜　豚肉　人参　玉ねぎ　中華だし　鶏がらスープ
656

牛乳

飲み物 スプーン

砂糖　小麦粉　こんにゃく粉　大豆粉末　（アレルゲン：小麦　大豆　豚肉　ごま））

(23) 水 ごはん 牛乳

ちゅうか
めん

ごはん 牛乳

牛乳
はちみつ

パン

醤油　カレー粉　こしょう　（アレルゲン：小麦　大豆　豚肉））　米油　菜種油
840

鶏肉　人参　玉ねぎ　キャベツ　和風だし　食塩　しょうゆ　わかめ

金 ごはん 牛乳

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

スプーン お　　　か　　　ずお　　　か　　　ず 主　食 飲み物

（パインアップル　砂糖）

玉ねぎ　豆腐　和風だし　みそ　小松菜　油揚げ　わかめ

29.0624

792 34.7

23.8
カレールウ（アレルゲン：小麦）　トマトケチャップ　ウスターソース　いんげん

しょうゆ　みそ　もやし　キャベツ　にら　ごま　ごま油

（パン粉　バッター粉　じゃがいも　豚肉　玉ねぎ　小麦粉　マッシュポテト　人参　砂糖　はちみつ　食塩 菜種油　ベーコン（アレルゲン：豚肉）　人参　キャベツ　いんげん　ツナ　コンソメ　食塩　こしょう

677 26.6

31.6843

キムチ（アレルゲン：小麦　大豆　りんご　ごま　ゼラチン）

（鶏卵　竹の子　でん粉　かまぼこ　砂糖　人参　椎茸　長ねぎ　大豆油　食塩　醸造酢　（アレルゲン：小麦　大豆　卵）)

上白糖　穀物酢　しょうゆ　和風だし　片栗粉

(18)

29.5

菜種油　人参　玉ねぎ　キャベツ　コーン　えび　酒　食塩　こしょう　しょうゆ　コンソメ

菜種油　にんにく　生姜　鶏肉　人参　玉ねぎ　れんこん　里芋　ごぼう　カレー粉　スープストック

卵　でん粉　砂糖　大豆油　食塩　醸造酢　酸味料　（アレルゲン：大豆　卵）

（小麦粉　食塩　かんすい　（アレルゲン：小麦））

(3)

パインアップル　みかん　もも　カクテルゼリー（ピオーネ・りんご）

（大豆　納豆菌　納豆のたれ（植蛋　醤油　砂糖　昆布エキス　かつお節エキス　醸造酢　食塩）（アレルゲン：大豆　小麦））

米油　菜種油　中濃ソース　ウスターソース　みりん

637 22.3

豚肉　人参　玉ねぎ　しいたけ　酒　鶏がらスープ　しょうゆ　和風だし　豆腐　みそ　片栗粉　卵
(21) 月 ごはん 牛乳

（じゃがいも　おから　小麦粉　玉ねぎ　人参　長ねぎ　マッシュポテト　食塩　（アレルゲン：小麦　大豆））　

785 26.6
菜種油　人参　しゃくし菜漬け（アレルゲン：小麦　大豆）　酒　醤油　ちりめんじゃこ　笹かまぼこ　油揚げ　ごま油

(2) 水

木

火 ごはん 牛乳
（豚肉　鶏肉　玉ねぎ　パン粉　でん粉　植蛋　砂糖　食塩　チキンエキス　香辛料　（アレルゲン：豚肉　鶏肉　小麦））　酒

（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））

三温糖　和風だし　しょうゆ　大根　片栗粉

クリームシチュー（アレルゲン：小麦　大豆　乳　鶏肉　豚肉）　脱脂粉乳　コーン パセリ

（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））

菜種油　豚肉　人参　玉ねぎ　じゃがいも　スープストック　こしょう　牛乳　クリームコーン

(22)

平均栄養価

菜種油　鶏肉　ごぼう　人参　こんにゃく　さつま揚げ　和風だし　上白糖　しょうゆ　酒　みりん　

じゃがいも　いんげん　ごま　ごま油

（植蛋　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

上白糖　しょうゆ　穀物酢　本みりん　片栗粉

食酢　植物油　オイスターエキス　香辛料　（アレルゲン：大豆　鶏肉　豚肉））

（さんま　でん粉）　米油　菜種油　生姜　しょうゆ　本みりん　上白糖
916 35.4

（いちご　砂糖　レモン果汁）

人参　大根　かぼちゃ　大豆　和風だし　宝蔵寺味噌　油揚げ　長ねぎ

ごま油　生姜　トウバンジャン　鶏肉　人参　豆腐　中華だし　酒　食塩　小松菜　長ねぎ

（小麦粉　食塩　かんすい　（アレルゲン：小麦））

水 ごはん 牛乳

（アーモンド　かたくちいわし　砂糖　しょうゆ　ごま　（アレルゲン：小麦　大豆　ごま））

（バレンシアオレンジ果汁　果糖ぶどう糖液糖　みかん果汁　オレンジキュラソー　（アレルゲン：オレンジ））

菜種油　生姜　豚肉　しいたけ　人参　玉ねぎ　なす　竹の子　上白糖　トマトケチャップ　しょうゆ　みそ

10

牛乳ごはん水(16)

菜種油　豚肉　人参　大根　里芋　ごぼう　和風だし　しょうゆ　みりん　豆腐　こんにゃく　長ねぎ

710

＊　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　２２　回　）
761

21.3

27.2

28.5582

菜種油　味付きメンマ（アレルゲン：小麦　大豆）　小松菜　もやし　しょうゆ　食塩　こしょう

和風だし　昆布だし　かまぼこ　竹の子　しいたけ　うずら卵　しょうゆ　食塩　小松菜

（さわら　醤油　砂糖　魚醤　食塩　生姜　酵母エキス　でん粉　コチュジャン

豚肉　生姜　上白糖　しょうゆ　酒　炒りたまご（アレルゲン：卵　大豆）　グリンピース

菜種油　鶏肉　しめじ　もやし　小松菜　和風だし　三温糖　しょうゆ　みりん　油揚げ

（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））

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

菜種油　にんにく　生姜　豚肉　人参　玉ねぎ　中華だし　パイタンスープ（アレルゲン：大豆　鶏肉　豚肉　ゼラチン）

（豚肉　玉ねぎ　パン粉　でん粉　生姜　砂糖　食塩　ポークエキス　香辛料　小麦粉　水あめ　（アレルゲン：小麦　豚肉））

ごま油　人参　しめじ　竹輪　しょうゆ　上白糖　酒　みりん　和風だし　いんげん

菜種油　ベーコン（アレルゲン：豚肉）　人参　コンソメ　こしょう　しょうゆ　トマト　レタス　卵

竹輪　小麦粉　片栗粉　青のり　食塩　米油　菜種油

（かぼちゃ　じゃがいも　豚肉　玉ねぎ　砂糖　醤油　大豆油　食塩　パン粉　米粉　小麦粉　

（鶏肉　プロセスチーズ　食塩　パン粉　香辛料　（アレルゲン：小麦　大豆　乳　鶏肉））　米油　菜種油　中濃ソース

（黄桃　砂糖　（アレルゲン：もも）)

鶏肉　人参　竹の子　鶏がらスープ　中華だし　酒　しょうゆ　食塩　こしょう　チンゲンサイ　春雨　ごま油

（鶏肉　玉ねぎ　パン粉　白ごま　鶏レバー　でん粉　大豆油　豚脂　植蛋　砂糖　食塩　みりん　

牛乳
こども
パン

木

菜種油　なす　しょうゆ　豚肉　人参　油揚げ　和風だし　上白糖　酒　ほうれん草

645 20.5
（玉ねぎ　人参　セロリ　豚肉　菜種油　しょうゆ　チリソース　でん粉　砂糖　食塩　こしょう　小麦粉

米粉　（アレルゲン：小麦　大豆　豚肉））　米油　菜種油
821 24.6

菜種油　にんにく　玉ねぎ　鶏肉　人参　キャベツ　コンソメ　ビーフン　しょうゆ　ごま油　こしょう　食塩　いんげん　レモン香辛料　（アレルゲン：小麦　大豆　鶏肉　豚肉　ごま））　和風だし　上白糖　しょうゆ　みりん　片栗粉

みりん　しょうゆ　いんげん　ごま油

（ししゃも　パン粉　小麦粉　植蛋　コーンフラワー　でん粉　食塩　（アレルゲン：小麦　大豆））　米油　菜種油　中濃ソース

牛乳

（ホキ　バジルペースト　ワンタンの皮　小麦たんぱく　食塩　香辛料　パン粉　バッター粉

でん粉　（アレルゲン：小麦　大豆））　米油　菜種油　中濃ソース

539 23.8
(25) 金

25.9

食塩　こしょう　しょうゆ　酒　キャベツ　もやし　いか　えび　ごま　ごま油

25.4625

769 29.5

（いか　醤油　酒　みりん　生姜　（アレルゲン：小麦　大豆　いか））

にんじん　豆腐　和風だし　みそ　ほうれん草　長ねぎ
28.3

菜種油　鶏肉　人参　玉ねぎ　じゃがいも　スープストック　クリームシチュー（アレルゲン：小麦　大豆　乳　鶏肉　豚肉）

（砂糖　脱脂粉乳　いちご　加糖練乳　オリゴ糖　乳たんぱく　寒天　クリーム　（アレルゲン：乳））

（チーズ　（アレルゲン：乳））

（米粉　小麦粉　マーガリン　砂糖　植蛋　イースト　脱脂粉乳　食塩　白ざら糖　（アレルゲン：小麦　大豆　乳））

（豚肉　長ねぎ　みそ　キャベツ　玉ねぎ　植蛋　でん粉　にら　生姜　醤油　ガーリック粉　こしょう　調味料　ごま油

菜種油　鶏肉　しいたけ　人参　ひじき　こんにゃく　笹かまぼこ　和風だし　上白糖　

こしょう　牛乳　脱脂粉乳　粉チーズ　コーン　パセリ

597 32.2

743 38.6

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

ツイスト
パン

木17 牛乳

662 29.0

33.4791

　　 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。 
※　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。

（さつまいも　砂糖　植物油脂）

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

鶏肉　玉ねぎ　コーン　コーンクリーム　コンソメ　しょうゆ　食塩　こしょう　ブロッコリー　片栗粉

マーガリン　食塩　植物油　香辛料　（アレルゲン：小麦　大豆　乳　えび））

（牛乳　プロセスチーズ　マカロニ　玉ねぎ　ベシャメルソース　えび　乳製品　人参　コーン　マッシュルーム

菜種油　豚肉　人参　玉ねぎ　和風だし　三温糖　しょうゆ　みりん　じゃがいも　厚揚げ

15 火
ソフト
めん

牛乳

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

梅雨の時期から夏にかけて気温・湿度ともに高くなります。この時期

は、食欲が落ち体がだるくなりがち。しかし、逆にかびや細菌は大好き

な環境のため元気に活動を始めます。日頃から衛生管理を心掛け、食べ

る前の手洗いや身支度、食習慣を身につけましょう。

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

給食では地場産物の活用に力を入れると共に、地元産食材

や郷土食等への理解を通じ、ふるさとへの愛着を深めること

を目的としています。今月も埼玉県産・羽生産の食材や郷土

料理がたくさん登場します。何がいつ採れるのか、この機会

にチェックしてみてくださいね。

☆今月の特別献立☆

・３０日（水） フィリピン献立

＊フィリピンのバギオ市は羽生市の姉妹都市です。

☆今月の羽生産食材☆

・米 ・なす ・いちご

・ミニトマト ・玉ねぎ ・宝蔵時みそ

☆今月の埼玉県産食材☆

・しゃくし菜 ・納豆

・４日（金）磯煮

いかの生姜焼き

・７日（月）さんまの蒲焼風

・８日（火）五目きんぴら

アーモンドフィッシュ

・９日（水）ししゃもフライ

歯と口の健康週間中の

かみかみニュー♪


