
令和４年 羽生市学校給食センター

アレルゲン物質
赤色の食品 黄色の食品

全28品目中

ごはん

乳 牛乳 647 25.3
小麦　大豆　ごま 豆腐 ごま油 里芋

さば　大豆 鯖の一塩 みそ 砂糖 791 28.9
小麦　大豆　鶏肉 鶏肉 凍り豆腐 油 砂糖

ごはん

おかかふりかけ 597 20.7
乳 牛乳

大豆 宝蔵寺みそ 豆腐 油揚げ

小麦　大豆　鶏肉　豚肉　りんご 深谷ねぎメンチカツ 油 746 24.8
小麦　ごま　大豆　鶏肉　りんご 香味中華ドレッシング

ごはん

乳 牛乳 608 21.1
小麦　大豆　鶏肉　りんご 鶏肉 油 さつま芋 じゃが芋

小麦　大豆　豚肉 ウインナー 油 773 25.9
洋梨ゼリー

小麦 ソフトめん

乳 牛乳 616 27.6
小麦　大豆　鶏肉 鶏肉 油揚げ わかめ 油 砂糖

小麦　大豆 竹輪 あおのり 小麦粉 でんぷん 油 834 37.0
りんご

小麦　大豆 茶飯

乳 牛乳 586 17.3
小麦　大豆 油揚げ すいとん

小麦　大豆　りんご ゼリーフライ 油 728 20.6
小麦　大豆 金山寺みそ

ごはん

乳 牛乳 618 23.2
小麦 ごま 大豆 鶏肉 ゼラチン りんご 豆腐 みそ 油 じゃが芋 ごま

小麦　大豆　鶏肉　豚肉 豆腐ハンバーグ 油 砂糖 でんぷん 813 28.9
小麦　大豆　ごま　豚肉 豚肉 油揚げ きざみ昆布 ごま油 砂糖

乳　小麦　大豆 黒パン

乳 牛乳 593 30.3
乳　小麦　大豆　鶏肉　豚肉 鶏肉 牛乳 ｽｷﾑﾐﾙｸ 生ｸﾘｰﾑ バター 油 じゃが芋

乳 鱈のハーブ漬け 753 37.5
かんきつドレッシング

ごはん

乳 牛乳 674 28.8
小麦　大豆　豚肉 豚肉 油揚げ 大豆 豆乳

小麦　ごま　大豆　鶏肉 鶏肉 みそ 油 砂糖 ごま ごま油 868 35.6
大豆 さつま芋と栗のタルト

ごはん

乳 牛乳 632 27.5
ごま　大豆　鶏肉 鶏肉 豆腐 油揚げ みそ ごま油 じゃが芋

小麦　大豆 鰆の竜田揚げ 油 822 33.9
小麦　大豆 竹輪 油揚げ 油 砂糖

ごはん

乳 牛乳 552 23.8
小麦　大豆　鶏肉　豚肉 鶏肉 豆腐 油 でんぷん

小麦　豚肉 ポークしゅうまい 728 30.1
小麦　いか　ごま　大豆 なると いか 油 砂糖 でんぷん ごま油

乳　小麦　大豆 コッペパン

乳 牛乳 625 26.8
小麦　大豆　豚肉　りんご 豚肉 油 焼きそばめん

卵　大豆 オムレツ 770 31.4
乳　ゼラチン 元気ヨーグルト

ごはん

乳 牛乳 705 26.1
小麦　ごま　大豆　鶏肉　豚肉 鶏肉 油 ビーフン ごま油

乳　小麦　大豆　鶏肉　りんご コロッケ 油 867 31.8
小麦　ごま　大豆　豚肉　りんご 豚肉 みそ ごま油 砂糖 ごま

ごはん

乳 牛乳 690 26.3
大豆 豆腐 油揚げ みそ 油 じゃが芋

小麦　ごま　大豆　鶏肉　豚肉 餃子 油 894 33.0
卵　小麦　大豆　豚肉 豚肉 炒りたまご 砂糖

わかめごはん

乳 牛乳 624 22.5
小麦　大豆 ツナ　厚揚げ 油 じゃが芋 砂糖

乳 チーズ 792 26.9
小麦　大豆　ごま コールスロードレッシング

小麦　乳　大豆 こどもパン

乳 ジョアストロベリー 628 25.5
乳　小麦　大豆　鶏肉　豚肉 ベーコン 牛乳 ｽｷﾑﾐﾙｸ 生ｸﾘｰﾑ 粉ﾁｰｽﾞ 油 じゃがいも

小麦　大豆　鶏肉 鶏肉の酒塩漬け 油 砂糖 でんぷん 782 29.4
りんご 国産りんごゼリー

ごはん

乳 牛乳 621 25.0
大豆 みそ 豆腐 油 じゃが芋

小麦　大豆 鯵のでんぷんつき 油 砂糖 768 28.9
小麦　ごま　大豆　豚肉 豚肉 さつま揚げ 油 砂糖 ごま油 ごま

ごはん

乳 牛乳 592 25.2
小麦　大豆　鶏肉 鶏肉 豆腐 油 でんぷん

卵　乳　小麦　大豆　鶏肉 れんこんつくね 砂糖 でんぷん 801 32.9
小麦　大豆　豚肉 豚肉 油揚げ 油 砂糖

ごはん

乳 牛乳 693 30.8
小麦　ごま　大豆　鶏肉　豚肉 豚肉 なると 豆腐 油 砂糖 でんぷん ごま油

小麦　大豆 ほっけでんぷんつき みそ 油 砂糖 でんぷん 883 38.3

ごはん

乳 牛乳 690 22.1
小麦　大豆　鶏肉　豚肉　りんご 豚肉 油 じゃが芋

小麦　大豆　鶏肉　豚肉 チキンナゲット 油 901 27.9
小麦　ごま　大豆　鶏肉 ひじき 香味塩ドレッシング

給食回数 19回

※　都合により食材が変更になる場合があります。ご了承ください。

※　★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！
※　　　の日は、先割れスプーンがつきます。

※　　　の日は、おわんが2こつきます。

※　太字のものは、学校配送品です。

※　使用材料をすべて載せているわけではありません。アレルゲン等ご家庭でも注意して

　　いただき、ご不明な点がありましたら学校給食センターまでお問い合わせください。

羽生市学校給食センター　048-565-3010

火

木

水

火

ぎょうだゼリーフライ

さいのくにすいとん

ワーテルゾーイ セロリ 玉ねぎ ブロッコリー コーン

たらのハーブソテー

アスパラガスのサラダ キャベツ 人参 アスパラガス

とうふハンバーグ えのきソース えのき

ぶたにくとこんぶのいりに 人参 こんにゃく

わかめうどんのしる 人参 ほうれん草 ねぎ

★ちくわのいそべあげ（中2コ）

★りんご りんご

金

火

月

金

木

水

火

水

火

月

金

木

月間平均栄養価
631 25.0

806 30.7

にんにく 人参 玉ねぎ マッシュルーム グリンピース

ひじきサラダ 人参 キャベツ サラダこんにゃく

しろみざかなのチリソース しょうが にんにく ねぎ

みかん みかん

ハヤシシチュー

チキンナゲット（小2中3コ）

オムレツ

30

ごはん

ぎゅうにゅう

こぎつねごはんのぐ 人参 干し椎茸 こんにゃく 枝豆

29

ごはん

ぎゅうにゅう

とうふのちゅうかに しょうが にんにく 人参 玉ねぎ 小松菜

28

ごはん

ぎゅうにゅう

★みぞれじる しょうが 人参 ごぼう 大根 小松菜 ねぎ

ツナじゃが 人参 玉ねぎ 白滝 いんげん

どさんこじる にんにく 人参 玉ねぎ コーン もやし ねぎ

あじのレモンふうみ レモン

★ごもくきんぴら 人参 ごぼう れんこん こんにゃく

やきとり しょうが

りんごゼリー

★れんこんつくね（中2コ）

25

ごはん

ぎゅうにゅう

★たくあんサラダ たくあん 人参 キャベツ きゅうり

24

こどもパン

ジョア ストロベリー

キャロットスープ 人参 玉ねぎ

22

わかめごはん

ぎゅうにゅう

けいちゃんやき しょうが にんにく 人参 玉ねぎ キャベツ にら

さつまいもとくりのタルト

チーズ

ビーフンのスープ

人参 たけのこ コーン 小松菜 ねぎ

ポークしゅうまい（小2中3コ）

コロッケ　ソース

コッペパン

ぎゅうにゅう

カレーやきそば 人参 玉ねぎ キャベツ もやし

★ちゅうかコーンスープ

人参 干し椎茸 たけのこ 小松菜

あげぎょうざ（小2中3コ）

さんしょくそぼろ しょうが 枝豆

16

ごはん

ぎゅうにゅう

21

ごはん

ぎゅうにゅう

18

ごはん

ぎゅうにゅう

ごぼう 人参 れんこん ねぎ

にんにく しょうが ねぎ キャベツ りんごひがしまつやまやきとりどんのぐ

★こんさいのみそしる

17

ちゅうかふうはくさいのにびたし しょうが しめじ 白菜

11

ごはん

ぎゅうにゅう

どぶじる 人参 大根 きくらげ

ヨーグルト

15

ごはん

ぎゅうにゅう

とりとこまつなのみそしる こまつな

さわらのたつたあげ

★ちちぶかてめしのぐ ごぼう 人参 こんにゃく いんげん

10

くろパン

ぎゅうにゅう

はにゅうのきゅうり（きんざんじみそ） きゅうり

9

ごはん

ぎゅうにゅう

★ごまキムチじる 人参 ごぼう 大根 キムチ

8

ちゃめし

ぎゅうにゅう

人参 大根 白菜 ほうれん草

ようなしゼリー（2コ）

ふかやねぎメンチカツ　ソース

7

ソフトめん

ぎゅうにゅう

月

金

水

体の調子を整える
もとになる

エネル
ギー

(kcal)

ほうれんそうとまいたけのみそしる

★かみかみごぼうサラダ ごぼう 人参 きゅうり キャベツ

4

ごはん

ぎゅうにゅう

こえどかわごえカレー にんにく 人参 玉ねぎ

2

ごはん

おかかふりかけ

ぎゅうにゅう

まいたけ ほうれん草

こまつなとコーンのソテー コーン 小松菜

たんぱく
質
(g)おかず

1

ごはん

ぎゅうにゅう

こんだて名 使用材料名 栄養価
主食 緑色の食品 上段：小 下段：中

飲み物 体(骨や血や肉)をつくる
もとになる

エネルギー(体や脳が働く力)の
もとになる

日

★けんちんじる 人参 大根 ごぼう 小松菜 ねぎ

さばのみそだれやき しょうが

きりぼしだいこんのにもの 人参 干し椎茸 切干大根 枝豆

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

今月の特別献立は 8日（火） 埼玉県献立

10日（木） ベルギー献立

11日（金） 岐阜県献立

24日（木） 村君小リクエスト献立


