
日 曜 主　食 ｋｃａｌ ｇ 日 曜 主　食 ｋｃａｌ ｇ
つけるもの ｴﾈﾙｷﾞｰ 蛋白質 つけるもの ｴﾈﾙｷﾞｰ 蛋白質

（こどもパン） （なめし）
（ジョア（マスカット）） とうふとえのきのすましじる
ハヤシシチュー まぐろのごまがらめ

にびたし
チキンのチーズオーブンやき 632 25.0

796 30.4
★かいそうサラダ（こうみしおドレッシング）

しらたまぞうに

金 ごはん 牛乳 やつがしらコロッケ　ソース
　（羽生産やつがしら）

★ごもくきんぴら
なめこのみそしる

あかうおのゆうあんやき
★キムタクごはんのぐ
（ソフトめん）
きつねうどんじる
ささかまのいそべあげ（小１中２コ）
★ミニフィッシュ
たらとチンゲンサイのスープ
とうふハンバーグあんかけ

いためナムル
（しょくパン）
やさいとたまごのスープ
えびグラタン

ヨーグルトあえ
（キャラメルパテ）
（わかめごはん）
（コーヒー牛乳） 740 26.8
アルファベットスープ
からあげ　（２コ） 885 29.7
はるさめサラダ（ちゅうかごまドレッシング）

とうふのすましじる
しろごまつくねあんかけ

（小２中３コ） 　
ぶたにくのチャプチェ
はくさいのわふうスープ

しろみざかなのカレーフライ
ほうれんそうとしめじのベーコンいため

はくさいとコーンのスープ
ハンバーグきのこトマトソース

いろどりサラダ（イタリアンドレッシング）

（さきたまボール）
ポトフふうに

やさいコロッケ　ソース

チーズタルト
（むぎごはん）
ツナカレー

ショーロンポー（２コ）

やさいソテー
※　（　）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！

☆
(14)

（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　人参　コーン　マッシュルーム
(20) 木

しょくパン
ジャム

牛乳
622 25.4

30.4753

（パン粉　バッター粉　八つ頭　パン粉　玉ねぎ　鶏肉　醤油　味噌　砂糖　食塩　こしょう　

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

(17) 月 ごはん 牛乳

みかん　パインアップル　もも　ヨーグルト　砂糖

飲み物 スプーン お　　　か　　　ず 飲み物 スプーン お　　　か　　　ず

令和４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

31.6

39.5

32.8

（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）） （精米　広島菜　食塩　砂糖）

（きはだまぐろ　でん粉）　米油　砂糖　しょうゆ　みりん　ごま

（脱脂粉乳　マスカット果汁　水あめ　乳酸カルシウム　ビタミンD　（アレルゲン：乳））

ハヤシルウ（アレルゲン：小麦　大豆　豚肉）　ウスターソース　トマトケチャップ　マッシュルーム　枝豆　ワイン

菜種油　にんにく　豚肉　人参　玉ねぎ　じゃがいも　コンソメ　こしょう　カレールウ（アレルゲン：小麦）

人参　えのきたけ　和風だし　食塩　しょうゆ　豆腐　わかめ

菜種油　鶏肉　しめじ　もやし　小松菜　和風だし　砂糖　しょうゆ　みりん　油揚げ
781

（鶏肉　パン粉　チーズ　植蛋　砂糖　植物油脂　しょうゆ　食塩　酵母エキス　赤ピーマン　パセリ
774

（アレルゲン：小麦　大豆　鶏肉　乳））

25.0580 (31)

平均栄養価

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）　食塩　香味塩ドレッシング（アレルゲン：小麦　大豆　鶏肉　ごま）

鶏肉　しいたけ　人参　大根　和風だし　食塩　しょうゆ　白玉だんご　なると　白菜

（アレルゲン：小麦　大豆　鶏肉））　米油　中濃ソース

鶏肉　人参　和風だし　しょうゆ　清酒　砂糖　油揚げ　ほうれん草　わかめ　長ねぎ

（魚肉すり身　でん粉　砂糖　食塩　みりん　清酒）　米油　小麦粉　片栗粉　青のり　食塩

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））

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

（小麦粉　食塩　（アレルゲン：小麦））

＊　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　）

（赤魚　醤油　発酵調味料　砂糖　酒　ゆず果汁　（アレルゲン：小麦　大豆））
728 34.3

662 24.0

28.6831

632 31.7

なめこ　和風だし　みそ　豆腐　わかめ　とうがらし
567 27.7

（水あめ　砂糖　果糖脱脂練乳　カラメルシロップ　でん粉　（アレルゲン：乳））

（精米　わかめ　砂糖　食塩　酵母エキス）

（生乳　砂糖　コーヒー抽出物　乳製品　（アレルゲン：乳））

菜種油　にんにく　人参　もやし　小松菜　鶏がらスープ　食塩　しょうゆ　ごま油　ごま

（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））

人参　きゅうり　はるさめ　食塩　中華ごまドレッシング（アレルゲン：小麦　大豆　鶏肉　りんご　ごま）

菜種油　鶏肉　しいたけ　人参　玉ねぎ　豆腐　コンソメ　こしょう　しょうゆ　片栗粉　卵　ほうれん草　わかめ

（カタクチイワシ　砂糖　でん粉　食塩）

人参　タラ　清酒　中華だし　食塩　こしょう　しょうゆ　春雨　チンゲンサイ　長ねぎ　生姜　にんにく　ごま油

（植蛋　玉ねぎ　鶏肉　豚肉　でん粉　みりん　砂糖　食塩　酵母エキス　（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

（鶏肉　玉ねぎ　パン粉　ごま　鶏レバー　砂糖　食塩　でん粉　大豆油　豚脂　みりん　（アレルゲン：小麦　大豆　鶏肉　豚肉　ごま））

和風だし　砂糖　しょうゆ　みりん　片栗粉

菜種油　生姜　豚肉　醤油　清酒　人参　たけのこ　しいたけ　コンソメ　砂糖　こしょう　オイスターソース　春雨　ごま油

ベーコン（アレルゲン：豚肉）　人参　たまねぎ　じゃがいも　コンソメ　鶏がらスープ　食塩　こしょう　ほうれん草　マカロニ

（鶏肉　酒　塩　（アレルゲン：鶏肉））　片栗粉　米油

金
☆

(21)

牛乳ごはん月(24)

コーヒー

牛乳
わかめ
ごはん

※　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。

　  中華だし（大豆　鶏肉　豚肉）　スープストック（なし）　10月より変更になりました

※　『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。 

カレールウ（アレルゲン：小麦）　トマトケチャップ　ツナ（アレルゲン：大豆）　ワイン

（鶏肉　豚肉　玉ねぎ　竹の子　キャベツ　豚脂　ねぎ　大豆蛋白　醤油　生姜　砂糖　食塩　小麦粉

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

フランク（アレルゲン：豚肉）　人参　玉ねぎ　セロリー　じゃがいも　鶏がらスープ　コンソメ　食塩

（小麦粉　マーガリン　砂糖　鶏卵　食塩　クリームチーズ　牛乳　レモン果汁　（アレルゲン：小麦　大豆　乳　卵））

（精米　米粒麦）

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

もち米粉　こんにゃく　小麦たん白　大豆粉末　でん粉　（アレルゲン：小麦　大豆　鶏肉　豚肉））

27 木
さきたま
ボール

牛乳
こしょう　ワイン　マッシュルーム　キャベツ　ブロッコリー

（じゃがいも　人参　玉ねぎ　コーン　砂糖　大豆油　食塩　パン粉　米粉　小麦粉　（アレルゲン：小麦　大豆））

米油　中濃ソース

牛乳
むぎ

ごはん
金(28)

(25) 火 ごはん 牛乳

18 火
ソフト
めん

牛乳

牛乳ごはん水(19)

13

28.4933

641 24.7

852 31.4

27.3747

40.4809

529 19.9

695 24.9

25.6787

769 22.5

697 20.0

人参　きゅうり　キャベツ　イタリアンドレッシング

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

(26)

748 24.5

月 なめし 牛乳
605

ジョア
こども
パン

木

水 ごはん 牛乳
（鶏肉　豚肉　玉ねぎ　パン粉　植蛋　食塩　清酒　大豆油　（アレルゲン：鶏肉　豚肉　小麦　大豆））

オリーブ油　玉ねぎ　マッシュルーム　トマトケチャップ　トマトピューレー　鶏がらスープ　食塩

菜種油　ベーコン（アレルゲン：豚肉）　しめじ　ほうれん草　コーン　コンソメ　しょうゆ　こしょう

607 20.7
白菜　人参　じゃがいも　コーン　鶏がらスープ　コンソメ　食塩　こしょう

玉ねぎ　人参　白菜　豆腐　和風だし　しょうゆ　食塩　長ねぎ
589 22.8

（ホキ　パン粉　澱粉　小麦粉　大豆たん白　食塩　カレー粉　こしょう　（アレルゲン：小麦　大豆））　米油

しいたけ　人参　和風だし　食塩　しょうゆ　清酒　豆腐　ほうれん草　わかめ　長ねぎ

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 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

※原材料：小麦粉 砂糖 卵 ふくらし粉

ささげ もち米 あんこ 水あめ 塩

※いがまんじゅうは、給食センターから

食缶に入れて配送されます。

☆１８日(火) 南 中

今月のいがまんじゅうが出る学校♪♪

あけましておめでとうございます！

早いもので、1年のまとめの3学期が始まり

ました。寒い日が続きますが、換気や手洗い

をしっかりと行い、感染予防に努めましょう。

また、好き嫌いしないで何でも食べ、

免疫力を高めて病気にかかり

にくい体を維持してくださいね。

今月の羽生産食材

・米 ・大根

・宝蔵寺みそ ・丸系八ヶ頭

今月の埼玉産食材

・長ねぎ ・きゅうり

今月の特別献立

・１４日（金）お正月献立

・２１日（金）羽生南小

リクエストメニュー

パン以外の主食

として、昭和38 年

ごろからソフトめ

ん（ソフトスパ

ゲッティ式めん）

が導入されました。

牛乳は、昭和33 年

から一部地域で供

給され、昭和39 年

に本格的な供給が

始まりました。

支援物資の脱脂粉

乳や缶詰を使って、

給食が作られました。

ミルクは、牛乳から

脂肪分を取り除いて

乾燥させた「脱脂粉

乳」をお湯で溶いた

もので、独特な風味

で苦手な子どもが多

かったようです。

昭和51年にご飯

が正式に導入され

ました。当時は、

ご飯を炊く設備が

ない所が多く、お

かずを作る釡で、

ご飯とおかずの両

方を調理するため、

回数は多くありま

せんでした。

パン・ミルク・

おかずの「完全給

食」が始まりまし

た。おかずには、

当時は安価だった

クジラ肉やちくわ

がよく使われてい

ました。

日本の学校給食の始まりは、明治22 年までさかのぼります。山形県にある

お寺に開校された私立忠愛小学校で、貧しくてお弁当を持ってこられない子ど

もたちのために、食事を提供したのが始まりとされています。

ご飯を中心とした和食の献立を基本に、郷土料理や行事食

を提供しています。また、世界の多様な食文化への理解を深

めることを目的とし、さまざまな国の料理も取り入れていま

す。そして、食事の提供だけではなく、栄養バランスや地域

の食文化、食べ物への感謝の気持ちなど、さまざまなことを

学ぶための「生きた教材」として活用するなど、「食育」の

役割も担っています。

＊姉妹都市ベルギー献立

羽生市の特産物「丸系やつがしら」が・・・・

コロッケになった！！

＊ホクホクとした食感と、ほのかな甘みがおいしい、丸系やつがしら。

今回はコロッケとして登場！ 開発者もびっくりの美味しさです☆

14日の給食に登場予定なので楽しみにしていてくださいね。


