
日 曜 主　食 ｋｃａｌ ｇ
つけるもの ｴﾈﾙｷﾞｰ 蛋白質

（コッペパン）
ジャーマンスープ 609 17.8

(1) 木 牛乳 とうにゅうのかぼちゃグラタン
ジャム フルーツポンチ 737 21.2

（メープルゼリー）
わかめスープ
さばのあまからあげ
はるさめとキムチのいためもの

きのこのすましじる

とりのてりやき　みそだれかけ
★きりぼしだいこんのベーコンに
なつやさいカレー

664 22.1
(6) 火 ごはん 牛乳 ★いかナゲット（小２中３コ）

857 28.2
ふくじんづけ
たなばたじる

☆ ほしのハンバーグ
(7) じゅうしい

（おきなわふうまぜごはんのぐ）
（こどもパン）
わふうスパゲティ 696 24.3

ミートオムレツ
855 28.9

フルーツあんにんふうプリン
★きんぴらふうに
おからコロッケ　ソース

ミニトマト（２コ）
ほうれんそうともやしのみそしる

かんぱちのてりやき
こぎつねごはんのぐ
（ソフトめん）
おっきりこみふううどんじる
あおのりポテト
れいとうみかん
（わかめごはん）
（ジョア（ストロベリー）） 704 29.7

ジョア ちゃんぽんみそしる
とりのからあげ（２コ） 837 33.7
ミニクレープ（チョコ）

648 25.1
812 30.2

※　（　）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！

人参　豆腐　和風だし　醤油　星かまぼこ　わかめ　ほうれん草　そうめん（アレルゲン：小麦）　長ねぎ

（鶏肉　玉ねぎ　豚脂　植蛋　豚肉　食物繊維　砂糖　食塩　にんにく　香辛料　生姜　（アレルゲン：鶏肉　豚肉　大豆））
614

807

26.4

33.7

☆
(14)

(5)
（鶏肉　清酒　（アレルゲン：鶏肉））　しょうが　三温糖　みりん　みそ　片栗粉

牛乳

スパゲティ（アレルゲン：小麦）

塩昆布（アレルゲン：乳　大豆　小麦）　

（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　ベーコン（アレルゲン：豚肉）　人参　玉ねぎ　しめじ　ほうれん草　コンソメ　和風だし　醤油　食塩　こしょう　

豚肉　上白糖　醤油　清酒　人参　しいたけ　油揚げ　さつま揚げ　和風だし　枝豆

796 31.5

（大根　なす　きゅうり　れんこん　生姜　うり　なた豆　しその葉　椎茸　砂糖　醤油　酢　酒精　食塩　（アレルゲン：小麦　大豆））

（いか　太刀魚　植物油脂　発酵調味料　豚脂　砂糖　食塩　大豆粉　植蛋　こしょう　小麦粉　とうもろこしでん粉

ベーキングパウダー　（アレルゲン：いか　豚肉　小麦　大豆））　米油

菜種油　にんにく　しょうが　豚肉　人参　玉ねぎ　スープストック　カレー粉　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　じゃがいも　かぼちゃ　なす　いんげん

菜種油　ベーコン（アレルゲン：豚肉）　人参　切干大根　和風だし　上白糖　醤油　清酒　枝豆　ごま

600

上白糖　醤油　清酒　和風だし　春雨　にら

人参　豆腐　まいたけ　しめじ　和風だし　食塩　醤油　わかめ　長ねぎ

ごま油　しょうが　にんにく　豚肉　キムチ（アレルゲン：小麦　大豆　りんご　ごま　ゼラチン）　たけのこ　しいたけ
(2)

31.0

25.2

877

682
（さば　でん粉　清酒　（アレルゲン：さば））　米油　ごま油　人参　玉ねぎ　醤油　上白糖　清酒　酢

646 27.8

牛乳ごはん金

牛乳ごはん月

（食物繊維　砂糖　メープルシュガー　寒天）

人参　中華だし　食塩　こしょう　醤油　なると　片栗粉　わかめ　ほうれん草　長ねぎ　ごま油

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

（小麦粉　マーガリン　砂糖　脱脂粉乳　イースト　食塩　小麦たんぱく　（アレルゲン：小麦　乳　大豆））

フランク（アレルゲン：豚肉）　人参　玉ねぎ　コンソメ　醤油　ワイン　食塩　こしょう　じゃがいも　コーン

飲み物 スプーン お　　　か　　　ず

コッペパン
（ショートニング　マッシュポテト　かぼちゃ　米粉　おから　豆乳　砂糖　水あめ　食物繊維　玉ねぎ　食塩　（アレルゲン：大豆））

パインアップル　みかん　もも　フルーツカットゼリー（はちみつレモン・ピオーネ）

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。

＊　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　１０　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。
※　『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。

みかん

（精米　わかめ　砂糖　食塩）

（いちご果汁　脱脂粉乳　砂糖　乳酸カルシウム　ビタミンＤ　（アレルゲン：乳））

豚肉　人参　玉ねぎ　笹かまぼこ　和風だし　清酒　いか　もやし　キャベツ　宝蔵寺みそ　長ねぎ

（鶏肉　清酒　食塩　（アレルゲン：鶏肉））　片栗粉　米油

（豆乳　砂糖　米粉　植物油　水あめ　豆乳粉末　ココアパウダー　麦芽糖　ベーキングパウダー　（アレルゲン：大豆））

わかめ
ごはん

水

639 22.1

806 27.0

（鶏卵　玉ねぎ　人参　砂糖　鶏肉　鶏皮　大豆油　植蛋　豚肉　パン粉　食塩　酢　オニオンパウダー　こしょう　

（アレルゲン：卵　鶏肉　大豆　豚肉　小麦　乳））

（果糖ぶどう糖液糖　水あめ　豆乳加工品　ももピューレ　あんず果汁　（アレルゲン：大豆　もも　りんご））

こども
パン

（小麦粉　食塩　（アレルゲン：小麦））

菜種油　豚肉　しいたけ　人参　大根　ごぼう　里芋　厚揚げ　和風だし　醤油　食塩　片栗粉

じゃがいも　米油　食塩　こしょう　あおのり
13 火

ソフト
めん

牛乳

木 牛乳

金

8

ごはん水

(12)

23.0

747 27.4

月 ごはん 牛乳
622 32.5

797 39.6
（かんぱち　醤油　発酵調味料　砂糖　酒　（アレルゲン：小麦　大豆））

菜種油　鶏肉　人参　油揚げ　上白糖　醤油　みりん　清酒　炒り卵（アレルゲン：卵　大豆）　ごま　枝豆

（じゃがいも　パン粉　ショートニング　食塩　大豆粉　小麦粉　イースト　おからパウダー　コーンスターチ　上白糖　

玉ねぎ　牛肉　醤油　こしょう　（アレルゲン：小麦　牛肉　大豆））　米油　中濃ソース

ミニトマト

人参　豆腐　もやし　和風だし　みそ　ほうれん草

(9) ごはん 牛乳

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　みりん　清酒　醤油　ごま

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

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

ラッキーにんじんが登場します♪

日ごとに増していく蒸し暑さに、本格的な夏の訪れを感じま

す。マスク生活にも慣れたとはいえ、やはり暑い夏の日はつら

いですよね。こまめに水分をとるなど、無理をしないようにし

ましょう。

さて、もうすぐ待ちに待った夏休みです。長い休みが続くと、

夜ふかしをしてしまったり、寝坊して朝ごはんを食べられな

かったり、生活リズムが崩れやすくなります。学校があるとき

と同じように、早寝・早起きを心がけて、１日３回の食事を

しっかりと食べて元気に過ごしてくださいね。

もうすぐ夏休みがはじまります♪

今月の特別メニュー

・米

・なす

・ミニトマト

・じゃがいも

・長ねぎ

・宝蔵寺みそ

７日（水） 七夕メニュー

１４日（水） 井泉小リクエスト

新型コロナウイルス感染症対応の給食が続き、会話を楽しみながら給食を食べる

ことができない日が続いています。みなさんにとって給食の時間が少しでも楽しい

ものとなるように７日（水）の七夕汁に「ラッキーにんじん（星型のにんじん）」

を入れてみなさんの元へお届けします。どこの学校、どこのクラス、誰のおわんに

入るかは当日まで分かりません。ラッキーにんじんを見つけた人、食べた人、みん

なにいいことがありますように･･･

みなさんにとって少しでも楽しい給食時間になるとうれしいです。楽しみにして

いてくださいね♪

な
んでも食べて

丈夫なからだを

つくろう！
つ

めたいものの

とりすぎに

気をつけよう！
や

さいも

しっかり食べよう！

す
いぶん補給を

こまめにしよう！ み
んな（家族）で

食事をする

機会をつくろう！

給食のない日はカルシウム不足に！？

夏休みもしっかりカルシウムをとろう！

～牛乳を飲むとお腹がゴロゴロする人へ～

牛乳を飲むとお腹の調子が悪くなる人は、牛乳
に含まれている乳糖を分解する酵素の働きが弱い
ことが考えられます。牛乳を飲むときは、温めた
り、少しずつ飲んで次第に量を増やしてみましょ
う。また、ヨーグルトなどはお腹がゴロゴロしに
くい食品です。牛乳や乳製品以外にもカルシウム
を多く含む食品はいろいろあります。ぜひ、自分
に合った食品を探してみてくださいね。

牛乳はカルシウムが豊富です。成長期
は骨や歯の成長にカルシウムが必要となる
ので、吸収率の高い牛乳がカルシウムの補
給に便利です。夏休みも積極的に牛乳を飲
むようにしましょう！

牛乳 チーズ 小魚

青菜

納豆とうふ

おやつを上手に食べよう！

おやつを食べる機会が多い夏休み！
おやつを食べるときは、次のことに注意しましょう。

☆ おやつはお楽しみ程度に！

☆ おやつは小分けして食べる！

☆ おやつの中身をもっと知ろう！

おやつの食べすぎで「ごはんが食べられない･･･」ということが
ないように、量や食べる時間を考えましょう。おやつよりも、
朝・昼・夕の食事を大切に！

スナック菓子などは、袋から直接食べないようにしましょう。
はじめに食べる量を決め、お皿に取り分けて食べるようにしま
しょう。

食品表示を見て、食べるおやつに含
まれるエネルギーや原材料を確認す
るようにしましょう。

夏休みに手作りおやつを作ってみませんか？

「じゃがいももちの磯辺焼き」をご紹介します♪

（材料）4個分

・じゃがいも…3個

（約300g）

・片栗粉…大さじ5

・食塩…小さじ1/2

・バター…小さじ1

・味付けのり…4枚

・しょうゆ…適量

（作り方）

① じゃがいもの皮をむき、火が通りやすい大きさに切る。

② なべにじゃがいもが浸るくらいの水を入れ、やわらかく

なるまでゆでる。やわらかくなったらお湯を捨て粉ふきに

する。

③ ②のじゃがいもをつぶし、熱いうちに片栗粉と食塩を入れ、

しっとりするまでこねる。（やけどに注意！！）

④ ③を4等分にし、円ばんのような形にする。

⑤ フライパンにバターを熱し、④を入れ、軽く焼き色がつく

まで片面3分くらいずつ焼く。

⑥ ⑤の両面にしょうゆをつけ、のりで包む。


