
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

乳　小麦　大豆　 はちみつパン

乳 牛乳 632 22.1
卵　小麦　大豆　鶏肉　豚肉　 ベーコン　卵 でん粉

小麦　大豆　鶏肉　りんご 八ツ頭コロッケ　油 789 26.3
小麦　大豆　鶏肉　豚肉 ウィンナー 油

ごはん

乳 牛乳 636 25.6
小麦　大豆　豚肉 豚肉 油　じゃがいも　砂糖

乳　小麦　大豆　 ホキ衣付き バター　油 813 31.6
りんご

小麦 中華めん

乳 コーヒー牛乳 712 25.4
小麦　大豆　鶏肉　豚肉 豚肉　みそ　なると 油　ごま油

小麦　大豆　鶏　豚　ごま ぎょうざ 油 917 32.2
オレンジ しょうなんゴールドゼリー

ごはん

乳 牛乳 699 27.3
小麦　大豆 豚肉　みそ　豆腐 油　砂糖　でん粉

卵　小麦　大豆　さば 厚焼き玉子 872 32.5
乳 チーズ

ごはん

乳 牛乳 562 27.7
小麦　大豆 豆腐　湯葉　わかめ

小麦　大豆　りんご　ごま さわらの辛味漬け 719 34.0
小麦　大豆 たこ　油揚げ 油　砂糖

乳　小麦　大豆　 こどもパン

乳 牛乳 728 25.9
大豆　豚肉 豚肉　大豆 油　じゃがいも

卵　乳　小麦　大豆　 きんとんパイ　油 873 31.6
小麦　大豆　鶏肉　りんご　ごま 鶏肉 油　春雨　砂糖　ごま油

ごはん

乳 牛乳 687 20.7
小麦　大豆　鶏肉　りんご 鶏肉 じゃがいも

小麦　大豆　豚肉　りんご ミートコロッケ 油 841 24.7
小麦　大豆 砂糖

ごはん

乳 牛乳 541 19.5
小麦　大豆 豆腐　わかめ

小麦　大豆　鶏肉　豚肉 豆腐ハンバーグ 砂糖　でん粉 711 24.3
小麦　大豆 油揚げ 油　砂糖

ごはん

乳 牛乳 653 25.2
大豆 豆腐　みそ

小麦　大豆　鶏肉　豚肉 ハンバーグ 砂糖　でん粉 846 31.3
小麦　大豆 ひじき　油揚げ 油　砂糖

ごはん

乳 牛乳 651 27.1
大豆 豆腐　かまぼこ　みそ　油揚げ

小麦　大豆　いか いかフライ 油　砂糖 828 32.7
小麦　大豆 あさり　油揚げ　みそ 油　砂糖

乳　小麦　大豆　 食パン

乳 キャラメルパテ 563 19.7
乳 牛乳

小麦　大豆　鶏肉　豚肉 ベーコン じゃがいも

乳　小麦　大豆　豚肉 ほうれん草グラタン 679 23.3
小麦　大豆　鶏肉　豚肉　ごま 海藻ミックス ナムルドレッシング

ごはん

乳 牛乳 694 27.6
大豆　豚肉 豚肉　みそ　豆腐　油揚げ 油　じゃがいも

小麦　大豆 ししゃも磯辺フライ 油 920 35.6
小麦　大豆　ごま 油　砂糖　ごま　ごま油

ごはん

乳 牛乳 630 21.6
大豆 豆腐　みそ　わかめ

豚肉 フランク 833 27.7
卵　小麦　大豆　ごま

ごはん

乳 牛乳 591 21.1
卵　小麦　大豆　鶏肉　豚肉　ごま 豆腐　うずらの卵　なると でん粉　ごま油

えび　小麦　大豆　鶏肉　ごま 春巻き 油 889 25.8
小麦　大豆　豚肉　りんご　ごま　ゼラチン 豚肉 ごま油　砂糖　春雨

小麦　大豆 茶飯

乳 牛乳 587 29.0
卵　えび　小麦　大豆　 さつまあげ　えびボール　うずら卵　ちくわ　昆布 砂糖　

小麦　大豆　いか いかの生姜焼き 745 35.4

乳　小麦　大豆　 はちみつパン

乳 牛乳

乳　小麦　大豆　鶏肉　豚肉 豚肉　牛乳　ｽｷﾑﾐﾙｸ 油　じゃがいも

小麦　大豆　鶏肉 クリスピーチキン 油

小麦　大豆　鶏肉　豚肉 フランク 油　

大豆 クリスマスケーキ

給食回数 16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

月

水

木

水

火

月

金

木

★ごぼうサラダ ごぼうサラダ　コーン

ししゃもいそべフライ（２コ）

★きんぴらごぼう 人参　ごぼう　こんにゃく

はるまき

木

水

火

月

金

なめこのみそしる 大根　なめこ

やきフランク

★ぶたにくとキムチのいためもの 生姜　にんにく　キムチ　竹の子　干し椎茸　にら

ほうれんそうグラタン

24.9

826 30.4

22

はちみつパン

ぎゅうにゅう

月間平均栄養価

647

人参　玉ねぎ　コーン

チキンフィレ

クリスマスケーキ

クリームスープ

944 37.8

788 32.7

21

ちゃめし

ぎゅうにゅう

おでん 大根　こんにゃく　

20

ごはん

ぎゅうにゅう

ごもくスープ 人参　竹の子　生姜

★いかのしょうがやき

みかん みかん

19

ごはん

ぎゅうにゅう

★かいそうサラダ もやし　キャベツ　人参

16

ごはん

ぎゅうにゅう

とんじる 生姜　人参　大根　しらたき　ねぎ

15

しょくパン

ぎゅうにゅう

コンソメスープ 人参　玉ねぎ　ほうれん草

ねぶかじる 大根　ねぎ

★いかフライ 生姜

ふかがわめしのぐ 人参　ねぎ

ハンバーグ　だいこんおろしソース 大根

★ひじきとこまつなのまぜごはんのぐ 人参　小松菜　枝豆

14

ごはん

ぎゅうにゅう

ほうれんそうとしめじのにびたし もやし　しめじ　ほうれん草

13

ごはん

ぎゅうにゅう

はくさいとかぼちゃのみそしる かぼちゃ　白菜　えのきたけ

12

ごはん

ぎゅうにゅう

えのきのすましじる 人参　えのきたけ

チキンカレー にんにく　人参　玉ねぎ

ミートコロッケ　ソース

はくさいのおひたし 白菜　小松菜

きんとんパイ

とりにくとはるさめのピリからいため 生姜　にんにく　人参　にら

とうふハンバーグあんかけ

9

ごはん

ぎゅうにゅう

★たこめしのぐ 干し椎茸　人参　竹の子　ごぼう

8

こどもパン

ぎゅうにゅう

ミネストローネ にんにく 人参　玉ねぎ　トマト　キャベツ

7

ごはん

ぎゅうにゅう

ゆばのすましじる 人参　キャベツ　ねぎ

マーボーどうふ 生姜　干し椎茸　人参　玉ねぎ　竹の子　ねぎ

あつやきたまご

チーズ

あげぎょうざ（小２中３コ）

しょうなんゴールドゼリー

さわらのからみやき

6

ごはん

ぎゅうにゅう

★りんご りんご

5

ちゅうかめん

コーヒーぎゅうにゅう

みそラーメンのしる にんにく 生姜 干し椎茸 たまねぎ もやし キャベツ

2

ごはん

ぎゅうにゅう

にくじゃが 人参　玉ねぎ　こんにゃく　グリンピース

キャベツとコーンのソテー 人参　キャベツ　いんげん　コーン

ホキのムニエル

1

はちみつパン

ぎゅうにゅう

木

金

日

キャラメルパテ

ほうれんそうソテー 人参　ほうれん草　コーン

体の調子を整える
もとになる

エネル
ギー

(kcal)

たんぱく
質
(g)おかず

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

レモン

たまねぎとベーコンのスープ 人参　玉ねぎ　ほうれん草

やつがしらコロッケ　ソース

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 ５日（月） 新郷第一小リクエスト献立

７日（水） 兵庫県献立

１４日（水） 討ち入り献立

２２日（木） クリスマス献立


