
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

（わかめごはん） （ちゅうかめん）
（ジョア（ブルーベリー)) 672 26.3 とうにゅうタンタンめんじる

(1) 水 なすととうふのみそしる
からあげ 812 29.7 ★キャラメルナッツポテト
やさいソテー ズッキーニのソテー
（こどもパン） えのきのすましじる
ラビオリスープ

2 木 こども 牛乳 とりにくのしおだれやき
パン とうふナゲット（小2中3コ） ★こんにゃくのおかかに

かきたまじる
アスパラとウィンナーのソテー
はるさめスープ あじのしおやき
いそぎょうざ（小2中3コ） 624 21.4 れいとうみかん

かぼちゃのみそ汁
キムチチャーハンのぐ 810 26.6 ★くきわかめのいために

おかかふりかけ
いとかまぼこのスープ
さわらのレモンペッパーやき とうふとわかめのすましじる

ほうれんそうとハムのいためもの とりのバジルやき
（ソフトめん） ★アーモンドフィッシュ

☆ たまごとじうどんじる 670 27.7 （くろパン）
7 火 牛乳 ほしのコロッケ ポークビーンズ 697 26.0

814 33.9 ほうれんそうグラタン
もやしとコーンのカレーいため 848 31.4
ほうれんそうとしめじのみそしる おうとう

なつやさいカレー
フランク　きのこソース 657 20.4
ひじきのいために コーンシュウマイ
（はちみつパン）
ジャーマンスープ ふくじんづけ 852 25.5
ささみチーズフライ
ビーフンのオイスターいため あさりのみそしる
マーボーどうふ ★キムタクごはんのぐ

717 28.0
★たこナゲット オレンジゼリー

915 34.6 コンソメスープ
チーズ ハンバーグ　てりやきソース
とうがんのみそしる

パインスライス
★いかのしせんやき （ジョア（プレーン))
あおなとしめじのにびたし わかめスープ
だいこんととうふのみそしる あんかけとうふハンバーグ
メンチカツ

おやさいのマフィン
ゴーヤチャンプル
とりごぼうのスープ 630 24.5
あかうおのしろしょうゆやき 789 29.6
じゅうしい

（こどもパン）
ハヤシシチュー 659 23.7

ミートオムレツ
809 27.9

★おさつスティック
なめこのみそしる

さばのぶんかぼし
ぶたにくといんげんのいためもの
きぬさやととうふのみそ汁
やさいコロッケ

しゃくしなごはんのぐ
※　（　）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

ジョア

612 23.1

794 28.9

わかめ
ごはん

（豆腐　魚肉すり身　たまねぎ　植物油脂　卵白　豆乳　植物性たんぱく　砂糖　食塩　でんぷん　調味料（アミノ酸等）　

766

火 牛乳

菜種油　ベーコン　にんじん　ズッキーニ　しめじ　コーン　スープストック　食塩　こしょう

和風だし  みそ  豆腐　もやし　なす　油揚げ　長ねぎ

（精米　わかめ　砂糖　食塩　酵母エキス）

（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））

（鶏肉　清酒　食塩　（アレルゲン：鶏肉））　片栗粉　菜種油

菜種油　ベーコン　にんじん　たまねぎ　キャベツ　コンソメ　食塩　白こしょう

（小麦粉　食塩　かんすい　（アレルゲン：小麦））

21
菜種油　にんにく　しょうが　豚挽肉　にんじん　干ししいたけ　たけのこ　鶏がらスープ　豆乳（脱脂粉乳　砂糖　ブルーベリー果汁　アローニャ果汁　ビタミンD　（アレルゲン：乳））

ごはん 牛乳

にんじん　豆腐　和風だし　食塩　しょうゆ　ほうれん草　片栗粉　卵　長ねぎ

25.7

32.1975

(10) 金 ごはん 牛乳

(27)

（サワラ　水あめ　植物油　食塩　米発酵調味料　デキストリン　酵母エキス　アンチョビ　食塩　にんにく　

小麦粉　植物油脂　水飴　でん粉　（アレルゲン：鶏肉　豚肉　小麦　大豆））　菜種油

フランク　菜種油　たまねぎ　マッシュルーム　砂糖　しょうゆ　片栗粉
844 34.9

30

鶏肉　にんじん　たまねぎ　コンソメ　しょうゆ　白ワイン　食塩　こしょう　じゃがいも　コーン

(3) 金 ごはん 牛乳
（豚肉　キャベツ　ひじき　豚脂　鶏肉　長ねぎ　でん粉　ごま油　砂糖　しょうゆ　生姜　椎茸　ホタテエキス　食塩　

26.8

砂糖　しょうゆ　みそ　塩　ねりごま　ラー油　片栗粉　ほうれん草　長ねぎ

さつまいも　菜種油　バター　砂糖　ハイホイップ　アーモンド

菜種油　豚肉　にんじん　たまねぎ　コンソメ　こいくちしょうゆ　こしょう　マッシュルーム　キャベツ

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 つけるもの お　　　か　　　ず 主　食 飲み物

24.6

かきエキス　こしょう　小麦粉　（アレルゲン：小麦　大豆　豚肉　鶏肉　ごま））　菜種油

菜種油　生姜　しょうゆ　豚肉　人参　たけのこ　コーン　長ねぎ

（鶏肉　ねぎ　水あめ　食塩　レモン果汁　香辛料　植物油　ごま　柑橘果皮　酒精　（アレルゲン：鶏肉　ごま）
733 28.2

干椎茸　人参　たけのこ　鶏がらスープ　中華だし　清酒　しょうゆ　食塩　こしょう　小松菜　春雨　ごま油

菜種油　豚肉　にんじん　だいこん　玉こんにゃく　和風だし　三温糖　しょうゆ　かつおぶし 

568 24.6

711 30.0
（冷凍みかん）

(22) 水 ごはん
598

牛乳

にんじん　えのきたけ　和風だし　食塩　しょうゆ　とうふ　わかめ　長ねぎ

ポークラビオリ（アレルゲン：小麦　鶏肉　大豆　豚肉）

菜種油　酵母入りウィンナー（アレルゲン：豚肉）　にんじん　アスパラガス　スイートコーン　スープストック　食塩　白こしょう
月

レモン果汁　ごま油　生姜　ブラックペッパー　（アレルゲン：ごま））

（マアジ　食塩　（アレルゲン：なし））

587 24.9

（小麦粉　食塩　（アレルゲン：小麦））

(28) 火 ごはん

干ししいたけ　にんじん　和風だし　食塩　醤油　清酒　豆腐　ほうれん草　わかめ

キムチ（アレルゲン：小麦　大豆　りんご　ごま　ゼラチン）　

菜種油　ハム　もやし　ほうれんそう　白こしょう　しょうゆ

にんじん　豆腐　かぼちゃ　和風だし　みそ　しょうゆ　いんげん
518

（鶏肉　植物油脂　バジル　食塩　にんにく　砂糖　香辛料　赤ピーマン　（アレルゲン：鶏肉））
737 29.8

655 23.0
味付け削り節　鰹削り節　酵母エキス　椎茸エキス　（アレルゲン：なし）

牛乳
菜種油　鶏肉　にんじん　茎わかめ　大豆　油揚げ　三温糖　しょうゆ　

砂糖　ぶどう糖　食塩　かつお節粉　とうもろこしでん粉　デキストリン　抹茶　酵母エキス　のり　

（アーモンド　カタクチイワシ　砂糖　醤油　ごま　（アレルゲン：小麦　大豆　ごま））

19.2

和風だし　昆布だし　糸かまぼこ　にんじん　干ししいたけ　うずら卵　しょうゆ　食塩　こまつな

菜種油　にんにく　豚肉　人参　玉ねぎ　じゃがいも　トマト　大豆　コンソメ　トマトケチャップ　三温糖　食塩　こしょう　パセリ

（小麦粉　はちみつ　イースト　砂糖　脱脂粉乳　食塩　小麦たんぱく（アレルゲン：小麦　乳　大豆））

（牛乳　ほうれんそう　マカロニ　プロセスチーズ　ベーコン　小麦粉　植物油脂　バター木 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））

ソテーオニオン　マーガリン　食塩　香辛料　（アレルゲン：乳　小麦　豚肉　大豆））

黄桃
647

豆腐　しめじ　和風だし　みそ　ほうれん草　

（じゃがいも　玉ねぎ　鶏肉　豚肉　豚脂　砂糖　マッシュポテト　食塩　香辛料　パン粉　コーンフラワー

(29) 水 ごはん 牛乳

27.6585

717 31.4

菜種油　にんにく　しょうが　豚肉　にんじん　玉ねぎ　じゃがいも　かぼちゃ　カレールウ（アレルゲン：小麦　大豆）

（大根　なす　れんこん　なた豆　生姜　しそ　ごま　砂糖　ぶどう糖果糖液糖　食塩　しょうゆ

食塩（アレルゲン：豚肉 大豆 小麦））　
(31) 金 ごはん 牛乳 ソース

菜種油　鶏肉　干ししいたけ　にんじん　干しひじき　糸こんにゃく　大豆　和風だし　三温糖　しょうゆ　みりん　油揚げ

（鶏肉　パン粉　チーズ　バッター粉　イーストフード　（アレルゲン：鶏肉　小麦　乳））　菜種油 酒精（アレルゲン：小麦 大豆 ごま））

カレー粉　スープストック　トマトケチャップ　ウスターソース　いんげん　枝豆

（コーン　玉ねぎ　魚肉　豚脂　でん粉　豆腐　植蛋　パン粉　みりん　焼酎　小麦粉　砂糖　

28.9690

840 33.1

(15) 水 牛乳
（赤魚（アラスカメヌケ）　しょうゆ　みりん　清酒　小麦　食塩　脱脂加工大豆　アルコール（アレルゲン：小麦　大豆））

豚挽肉　砂糖　しょうゆ　清酒　にんじん　干ししいたけ　油揚げ　さつま揚げ　和風だし　

オニオンパウダー　アミノ酸　こしょう　（アレルゲン：卵　鶏肉　大豆　豚肉　乳））

こども
パン

牛乳

ベーキングパウダー（アレルゲン：小麦 大豆 りんご））

（ペルー赤いか　醤油　発酵調味料　豆板醤　ねぎ　アミノ酸　（アレルゲン：いか　小麦　大豆））

＊　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　２４　回　） 平均栄養価

菜種油　もやし　しめじ　ほうれん草　和風だし　砂糖　みりん　しょうゆ　油揚げ

パインアップル

マーボー豆腐の素（アレルゲン：小麦　大豆　豚肉　牛肉　ごま　ゼラチン）　豆腐　片栗粉　長ねぎ

小麦粉　食塩　ぶどう糖果糖液糖　ぶどう糖　でん粉　（アレルゲン：いか　豚肉　小麦　大豆））　菜種油

（砂糖　ぶどう糖果糖液糖　水飴　柑橘果汁　（アレルゲン：オレンジ））

ごま油　鶏肉　にんじん　ごぼう　干ししいたけ　しらたき　和風だし　しょうゆ　みりん　食塩　長ねぎ
590 28.7

和風だし　砂糖　しょうゆ　穀物酢　みりん　片栗粉　

でん粉　（アレルゲン：鶏肉　豚肉　大豆））　しょうゆ　みりん　砂糖　片栗粉

大根　豆腐　和風だし　みそ　わかめ　長ねぎ

31.0
（脱脂粉乳　砂糖　リン酸カルシウム　ビタミンD　（アレルゲン：乳））

25.7538

678

667 26.0

31.3

(20)
（じゃがいも　人参　グリンピース　玉ねぎ　こしょう　砂糖　食塩　パン粉　小麦粉　とうもろこしでん粉

植蛋　（アレルゲン：小麦　大豆））　菜種油
784 26.1

菜種油　にんじん　しゃくし菜漬け（アレルゲン：小麦　大豆）　清酒　しょうゆ　ちりめんじゃこ　ささかまぼこ　油揚げ　ごま油

ソース

　　 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）

ちゅうか
めん

659 26.3

（サバ　塩　（アレルゲン：さば））
791 29.5

菜種油　しょうが　豚肉　にんじん　いんげん　緑豆はるさめ　清酒　中華だし　砂糖　しょうゆ

（さつまいも　砂糖　植物油脂　（アレルゲン：なし））

748

（豚挽肉　たまねぎ　パン粉　塩　こしょう　ジンジャーパウダー　バッター粉　パン粉

（アレルゲン：豚肉　小麦粉））　菜種油

菜種油　豚肉　もやし　厚揚げ　和風だし　食塩　しょうゆ　炒り卵（アレルゲン：卵　大豆）　ゴーヤ　にら

(17) 金 ごはん 牛乳

(5) 水 ごはん ジョア

(4) 火

月 ごはん 牛乳

豆腐　和風だし　みそ　にんじん　絹さや　長ねぎ
642 22.0

大根　なめこ　和風だし　みそ　豆腐　わかめ　長ねぎ

35.0
塩昆布（アレルゲン：大豆　小麦　乳成分）　枝豆

（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））

菜種油　にんにく　鶏肉　人参　玉ねぎ　カレールウ（アレルゲン：小麦）　ハヤシルウ（アレルゲン：小麦　豚肉　大豆）

コンソメ　こしょう　じゃがいも　ウスターソース　トマトケチャップ　脱脂粉乳　マッシュルーム　グリンピース　赤ワイン　

（鶏卵　玉ねぎ　人参　でん粉　砂糖　鶏肉　大豆油　大豆たんぱく　豚肉　パン粉　食塩　醸造酢

ごはん

838

ごはん 牛乳
（ナチュラルチーズ　乳化剤　重曹　水　（アレルゲン：乳））

724 24.5

19.6564

636 21.1

25.9806

鶏肉　にんじん　中華だし　食塩　こしょう　しょうゆ　なると　ほうれん草　えのきたけ　わかめ　片栗粉　ごま油

（小麦粉　砂糖　豆乳　植物油脂　かぼちゃ　人参　りんご果汁　食塩　パン酵母　でん粉　

ベーコン　にんじん　じゃがいも　コンソメ　食塩　こしょう　こまつな

（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

（植蛋　玉ねぎ　鶏肉　豆腐　豚脂　でん粉　みりん　砂糖　食塩　香辛料　（アレルゲン：大豆　鶏肉　豚肉））

月 ごはん 牛乳

560 20.7

25.3707
(3) 月 ごはん 牛乳

（たこ　いか　たちうお　なたね油　発酵調味料　豚脂　砂糖　食塩　大豆粉　大豆たんぱく　こしょう

長ねぎ　ごま

菜種油　しょうが　豚挽肉　にんじん　たまねぎ　たけのこ　砂糖　トマトケチャップ　しょうゆ　みそ　

豆腐　和風だし　みそ　あさり　ほうれんそう　とうがらし菜種油　豚挽肉　人参　食塩　しょうゆ　オイスターソース（アレルゲン：小麦　大豆）　こしょう　もやし　ビーフン

にんじん　とうがん 和風だし　みそ　豆腐　

菜種油　豚肉　たくあん（アレルゲン：小麦　ごま　大豆）　キムチ（アレルゲン：小麦　大豆　りんご　ごま　ゼラチン）

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。

貝Ca　　小麦粉　　たんぱく加水分解物　デキストリン　ポークエキス　膨張剤製剤　大豆油　（アレルゲン：小麦　卵　大豆　豚肉））

はちみつ
パン

木9

ソフト
めん

牛乳ごはん月(6)

牛乳

(8) 水 ごはん 牛乳

鶏肉　にんじん　たまねぎ　和風だし　清酒　しょうゆ　わかめ　片栗粉　卵　オクラ

菜種油　にんじん　もやし　コーン　食塩　白こしょう　スープストック　カレー粉　にら

木16

牛乳ごはん火(14)

(13)

1日（水）岩瀬小

リクエストメニュー

７日（火）七夕献立

特別メニュー

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

暑くなってくると、食欲がなくなったり食生活が不規則になったり

しがちです。また、気温や湿度も高くなってくるので熱中症にも注意

が必要です。暑い夏でも毎日元気に過ごすためのポイントを探ってみ

ましょう。

夏の食生活元気ポイント ＮＧポイント

☆こまめな水分補給

☆旬の野菜や果物を

食事に取り入れる

☆朝・昼・夕の３回の

食事を、バランスよ

く食べる

★冷たい物のとりすぎ

★朝ごはん抜き

★偏った食事

今月の

羽生産食材

・ 米

・ なす

・ にんじん

今月の

埼玉県産食材

・にんじん

・長ねぎ


