
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

（コッペパン） （こどもパン）
コッペ ほうれんそうとじゃがいものみそしる 579 19.3 クリームシチュー
パン かぼちゃコロッケ こども

713 23.3 パン チキンたつた
★おさつスティック
（こどもパン） れいとうみかん
コンソメスープ 620 24.6 マーボーなす

こども ハンバーグ　わふうソース 668 26.8
パン 768 29.9 フーヨーハイのあんかけ

★ハニーピーナッツ 829 31.5
（くろパン） チーズ
たまごとコーンのちゅうかスープ 625 23.3 こづゆ
あげぎょうざ（小2中3コ） あじのレモンペッパーやき

793 28.6
チーズ ★たけのこごはんのぐ
（こどもパン） ごじる
ミネストローネ（マカロニ） フランク　わふうソース

こども
パン チキンナゲット キャベツとコーンのソテー

ワンタンスープ
おいわいいちごゼリー
（ナン） あかうおのさいきょうやき
ツナカレー ぶたにくのプルコギふう
えびしゅうまい（小2中3コ） （くろパン）

ファイバースープ
なのはなのすましじる とりのてりやき
しろごまつくね　あんかけ（小2中3コ） ほうれんそうとツナのソテー

サンラータン
れんこんのきんぴら
（ソフトめん） ★いかナゲット（小2中3コ）
さんさいうどんじる
はるまき こまつなとメンマのソテー

とうふとわかめのすましじる
ミートコロッケ

れいとうみかん
わかたけじる ちくわといんげんのいために

シニガン　
★かつおのごまがらめ 610 21.0
ぶたにくとはるさめのピリからいため ルンピア
（くろパン） 774 25.2
アルファベットスープ 637 21.1 パンシット・ビーフン

(11) 木 くろパン 牛乳 えびグラタン 644 25.5
787 24.8 803 30.8

あんにんポンチ
（ナン）
★こんさいカレー

チーズオムレツ
プリンアラモード

あぶらあげのみそしる
ゼリーフライ

さんしょくそぼろ
（ちゅうかめん）
かんとんめんじる 748 35.3

とりのからあげ 891 40.9
ちぐさいため
わふうかきたまじる
さばのしせんやき
ミニトマト
さいのくになっとう　たれつき

※　（　）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）
※　『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。 ※　スプーンしるしの日は、先割れスプーンがつきます。
※　『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。 ※★のついている日は、かみかみメニューです！
※　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。 　　意識して“よくかんで”食べる日にしましょう！

　　　　　  　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

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。

（小麦粉　黒糖　ビート糖　マーガリン　イースト　タピオカ澱粉　脱脂粉乳　食塩　小麦たんぱく（アレルゲン：小麦　乳　大豆））

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

くろパン 牛乳水(3)

(2) 火 牛乳

牛乳(1) 月
豆腐　干ししいたけ　和風だし　みそ　じゃがいも　ほうれん草　油揚げ　唐辛子　

（キャベツ　鶏肉　豚脂　大豆たん白　まぐろ　パン粉　でん粉　にら　ごま油　にんにく　食塩　醤油　

9 火
ソフト
めん

牛乳

豚肉　人参　ウワバミソウ　わらび　えのきたけ　竹のこ　和風だし　しょうゆ　酒　油揚げ　わかめ　ねぎ
619

（小麦粉　食塩　（アレルゲン：小麦））

令和２年 羽生市学校給食センター
こんだて名

使　　　　用　　　　材　　　　料　　　　名
（ 太 字 の 材 料  は 羽 生 産 食 材 で す ）

栄　養　価 こんだて名
使　　　　用　　　　材　　　　料　　　　名

栄　養　価

つけるもの お　　　か　　　ず主　食 飲み物主　食 飲み物 つけるもの お　　　か　　　ず

（鶏肉　玉ねぎ　豚脂　植蛋　豚肉　食物繊維　食塩　砂糖　生姜　酵母エキス　にんにく

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

でん粉（アレルゲン：鶏肉　豚肉　大豆））　ごま油　にんにく　みりん　上白糖　醤油　唐辛子　片栗粉 (19)

じゃがいも　コンソメ　食塩　白こしょう　ほうれん草　コーン

697 27.4

（アレルゲン:豚肉　小麦　大豆））　菜種油

クリームシチュー（アレルゲン：乳成分　小麦　大豆　鶏肉　豚肉）　粉チーズ　コーン　パセリ

（さつまいも　砂糖　植物油脂　（アレルゲン：なし））

（鶏肉　水あめ　醤油　醤油もろみ　食塩　酵母エキス　香辛料　でん粉　小麦粉　米粉　植蛋　香辛料　
866 33.3

木 牛乳

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

（かぼちゃ　じゃがいも　豚肉　たまねぎ　マッシュポテト　砂糖　しょうゆ　大豆油　食塩　パン粉　米粉　小麦粉

菜種油　鶏肉　人参　玉ねぎ　じゃがいも　スープストック　白こしょう　牛乳　脱脂粉乳

植物油脂　パーム油　（アレルゲン：鶏肉　大豆　小麦））　菜種油

（冷凍みかん）

18

上白糖　穀物酢　しょうゆ　和風だし　片栗粉

酒　香辛料　小麦粉　食塩　植物油脂　（アレルゲン：鶏肉　豚肉　大豆　乳　小麦　ごま））　菜種油

（ナチュラルチーズ（アレルゲン：乳成分））

金 ごはん 牛乳

菜種油　生姜　豚ひき肉　干ししいたけ　人参　玉ねぎ　なす　たけのこ　上白糖　トマトケチャップ　醤油

（落花生　砂糖　植物油脂　はちみつ　でん粉　食塩（アレルゲン：落花生））

みそ　マーボー豆腐の素（アレルゲン：小麦　大豆）　豆腐　片栗粉　ねぎ

干ししいたけ　たけのこ　中華だし　食塩　醤油　酒　コーン　片栗粉　ほうれん草　卵

（鶏卵　キャベツ　しいたけ　かに肉　砂糖　醸造酢　食塩　大豆油　でん粉　（アレルゲン：卵　かに　大豆））　

566 27.7

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

（鯵　水飴　植物油　食塩　レモン果汁　酵母エキス　アンチョビ　にんにく　ごま油　生姜

(4) 木 牛乳

菜種油　にんにく　コンソメ　スープストック　食塩　白こしょう　トマトケチャップ　トマトピューレー　トマト
614

ナチュラルチーズ　乳化剤　重曹　水　（アレルゲン：乳成分）

(22) 月 ごはん 牛乳

人参　大根　和風だし　食塩　上白糖　ほたて貝柱　小松菜　こしょう

22.0

こしょう（アレルゲン：ごま））
720 34.4

マカロニ　じゃがいも　ブロッコリー　枝豆　

鶏肉　干ししいたけ　にんじん　たけのこ　和風だし　上白糖　しょうゆ　清酒　本醸造酒　油揚げ

（鶏肉　コーングリッツ　小麦粉　でん粉　食塩　脱脂粉乳　ぶどう糖　香辛料　大豆たんぱく　植物油脂　チキンコンソメ
793 28.3

大豆　にんじん　大根　かぼちゃ　和風だし　宝蔵寺みそ　油揚げ　ねぎ

しょうゆ　香辛料　食塩　菜種油　とうもろこし油　調味料（アミノ酸等）（アレルゲン：小麦　乳　大豆　鶏肉））　菜種油

（玉ねぎ　鶏肉　エビ　豚肉　豚骨　でん粉　パン粉　砂糖　食塩　蛋白加水分解　えびエキス　酢　こしょう　

鶏肉　人参　中華だし　食塩　白こしょう　しょうゆ　清酒　本醸造酒　

にんにく　小麦粉　（アレルゲン：小麦　えび　大豆　豚肉　鶏肉））

ワンタン（アレルゲン：小麦　卵　ごま　大豆　豚肉）　もやし　キャベツ　わかめ　ねぎ

（豚肉　食塩　砂糖　香辛料（白こしょう　カルワイ）　パン酵母　（アレルゲン：豚肉））　ごま油　にんにく　上白糖

（いちご　いちご果汁　砂糖・ぶどう糖果糖液糖　植物油脂　豆乳　水あめ　大豆粉　（アレルゲン：大豆））

しょうゆ　みりん　唐辛子　片栗粉

菜種油　にんにく　ツナ水煮（アレルゲン：大豆）　カレー粉　スープストック　じゃがいも　コーン　カレールウ（アレルゲン：小麦　大豆）

菜種油　ベーコン　にんじん　キャベツ　いんげん　コーン　コンソメ　食塩　白こしょう

557

721

22.6

28.8
くろパン 牛乳

（小麦粉　黒糖　ビート糖　マーガリン　イースト　タピオカ澱粉　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　人参　いんげん　ほうれん草　ツナ水煮　コンソメ　食塩　白こしょう

(23) 火

（小麦粉　植物油脂　ショートニング　砂糖　食塩　イースト　　麦芽　（アレルゲン：小麦　大豆））
739 34.0

(8) 月 ごはん 牛乳

干ししいたけ　和風だし　食塩　しょうゆ　酒　豆腐　じゃがいも　菜の花　
638 23.4

ごま油　にんにく　生姜　豚肉　玉ねぎ　人参　酒　みりん　三温糖　醤油　甜麺醤　片栗粉　にら　ごま

（赤魚　白みそ　砂糖　みりん　酒　醤油　魚醤　（アレルゲン：小麦　大豆））

668 33.8

食塩　みりん　（アレルゲン：鶏肉　小麦　大豆　豚肉　ごま））　和風だし　上白糖　醤油　みりん　片栗粉
836 29.6

鶏肉　人参　玉ねぎ　コンソメ　食塩　白こしょう　鶏ガラスープ　大麦　米粒麦　ピーマン　キャベツ

菜種油　豚肉　れんこん　こんにゃく　いんげん　さつまあげ　みりん　三温糖　和風だし　醤油　ごま　ごま油

（鶏肉　酒　（アレルゲン：鶏肉））　しょうゆ　みりん　上白糖　生姜　片栗粉
807 38.6

（鶏肉　玉ねぎ　パン粉　白ごま　鶏レバー　でん粉　大豆油　豚脂　植物性たん白　大豆油　砂糖

25 木

干ししいたけ　人参　和風だし　食塩　しょうゆ　酒　豆腐　ほうれん草　わかめ　ねぎ
641 20.6

月 ごはん 牛乳 ソース
ショートニング　食塩　（アレルゲン：豚肉　大豆　小麦））　菜種油

酵母エキス　小麦粉　パーム油　でん粉　ベーキングパウダー（アレルゲン：いか　豚肉　大豆　小麦））菜種油

（冷凍みかん）

菜種油　メンマ　小松菜　もやし　しょうゆ　食塩　白こしょう

(26) 金 ごはん 牛乳

22.5

ごま油　にんにく　しょうが　豚肉　にんじん　もやし　中華だし　酒　食塩　白こしょう　しょうゆ

（豚肉　人参　玉ねぎ　キャベツ　植物油脂　豚脂　醤油　小麦粉　ショートニング　春雨　でん粉　生姜

酢　豆板醤　きくらげ　春雨　片栗粉　卵

ポークブイヨン　ポークエキス　発酵調味料　酵母エキス　砂糖　椎茸　香辛料　小麦粉　米粉　粉あめ　
776

牛乳

（牛乳　プロセスチーズ　乾燥マカロニ　玉ねぎ　小麦粉　植物油脂　バター　えび　乳製品　人参　コーン　

（玉ねぎ　セロリ　人参　セロリ　豚肉　なたね油　しょうゆ　チリソース　馬鈴薯でん粉　砂糖　食塩　

玉ねぎ　マッシュルーム　マーガリン　食塩　酵母エキス　（アレルゲン：乳　小麦　大豆　えび））

黒こしょう　水　小麦粉　米粉　食塩　水　（アレルゲン：豚肉　大豆　小麦））　菜種油

24.1

菜種油　生姜　にんにく　豚肉　人参　にら　春雨　酒　中濃ソース　豆板醤　醤油　上白糖　白こしょう

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　ごま

（小麦粉　黒糖　ビート糖　マーガリン　イースト　タピオカ澱粉　脱脂粉乳　食塩　小麦たんぱく（アレルゲン：小麦　乳　大豆））

人参　玉ねぎ　えび　にんにく　生姜　トマト　鶏ガラスープ　白ワイン　食塩　白こしょう　

豚肉　にんじん　じゃがいも　たまねぎ　コンソメ　鶏ガラスープ　食塩　白こしょう　マカロニ　スパゲッティ

（ハガツオ　でん粉）　菜種油　三温糖　しょうゆ　みりん　ごま
850 37.7

バッターミックス（アレルゲン：豚肉　小麦　大豆））
773

たけのこ　和風だし　食塩　しょうゆ　酒　なると　わかめ
666 30.2

牛乳

24.8
(15) 月 牛乳

（じゃがいも　おから　小麦粉　長ねぎ　玉ねぎ　人参　パン粉　食塩　大豆油　こしょう　（アレルゲン：大豆　小麦））

中濃ソース　ウスターソース　みりん
872 30.1

豚ひき肉　生姜　上白糖　醤油　酒　枝豆　炒り卵（アレルゲン：卵　大豆）

ごはん

じゃがいも　和風だし　油揚げ　みそ　小松菜　ごま
707

　　 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）

695 25.6

16 火

29.8
（さば　醤油　みりん　豆板醤　ねぎ　生姜　（アレルゲン：さば　小麦　大豆））

ミニトマト
815 32.8

（大豆　納豆菌　醤油　砂糖　食塩　醸造酢　エキス（昆布・かつお・酵母）　（アレルゲン：小麦　大豆））

(17) 水 ごはん 牛乳

干ししいたけ　人参　和風だし　酒　食塩　醤油　なると　豆腐　片栗粉　卵　わかめ　ほうれん草
690

ごま油　にんにく　生姜　干ししいたけ　豚肉　人参　玉ねぎ　たけのこ　鶏がらスープ　

醤油ラーメンの素（アレルゲン：小麦　大豆　豚肉）　しょうゆ　きくらげ　にら　片栗粉

菜種油　ハム　人参　キャベツ　もやし　食塩　白こしょう　コンソメ　ほうれん草　炒り卵（アレルゲン：卵　大豆）

（鶏肉　清酒　食塩　（アレルゲン：鶏肉））　片栗粉　菜種油

（小麦粉　食塩　かんすい　（アレルゲン：小麦））

ちゅうか
めん

882

5 金 ナン 牛乳

(24) 水

（鶏卵　プロセスチーズ　でん粉　砂糖　大豆油　食塩　醸造酢（アレルゲン：卵　乳　大豆））

（オレンジ・みかん果汁　パイン果汁　砂糖ぶどう糖果糖液糖　ホイップクリーム　カスタードクリーム

練乳　卵黄　みかん　パインアップル　いちごシロップ　（アレルゲン：オレンジ　卵　乳　大豆））

パインアップル　もも　杏仁豆腐（アレルゲン：乳　大豆）

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

＊　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　）

カレールウ（アレルゲン：小麦　大豆）　脱脂粉乳　粉チーズ　トマトケチャップ　ウスターソース

(30)

(10) 水 ごはん 牛乳

34.3

（小麦粉　植物油脂　ショートニング　砂糖　食塩　イースト　　麦芽　（アレルゲン：小麦　大豆））

12 金 ナン

759 27.0

ごはん 牛乳
910 32.6

591 21.2

754 29.3

586 27.6
ごはん 牛乳

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　醤油　ごま油　白こしょう　食塩　いんげん　レモン

平均栄養価

火 ごはん 牛乳
スープストック　キャベツ　ほうれん草　穀物酢

（じゃがいも　玉ねぎ　豚肉　砂糖　醤油　食塩　ワイン　大豆油　こしょう　パン粉　
(29)

28.0

（いか　たちうお　植物油脂　発酵調味料　豚脂　砂糖　食塩　大豆　こしょう　ぶどう糖果糖液糖　

緑色のなかま黄色のなかま赤色のなかま 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

今月の羽生産食材

・米 ・玉ねぎ ・長ねぎ ・なす

・キャベツ ・宝蔵寺みそ

☆

歯と口の健康を守ることは、食事をする上でとても大切なことです。健康な歯を保つと、年

をとってからもおいしく食事をすることができます。また、よくかんで食べることは、体によい

はたらきがたくさんあります。意識してよくかむようにしましょう。

６月４日～１０日は歯と口の健康習慣

弥生時代、卑弥呼の食事は、

とてもかたい食べ物が多く、か

む回数が現代のおよそ６倍

だったそうです。卑弥呼はよく

かんで食事をしていたので、

よい歯だったといわれていま

す。よくかむとどんなよいこと

があるのか、「ひみこのはが

いーぜ」で覚えましょう。

かむことの効用 合い言葉は「ひみこのはがいーぜ」


