
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

（こどもパン） こんさいのごまみそしる
やさいスープ あじフライ
うずらたまごフライ
しらたまポンチ こまつなとこうやどうふのにびたし
わかめスープ （こどもパン）
★いかのバターしょうゆやき （ジョア（ストロベリー））

ほうれんそうのシチュー
いためナムル チキンのハーブやき
きぬさやととうふのみそしる みかん
やさいコロッケ マーボーどうふ

はるまき
★こんにゃくのそぼろに
まいたけのすましじる チーズ
ほっけのしおやき とうふのピリからスープ

ミートコロッケ
キャベツときゅうりのしおこんぶあえ

タラとチンゲンサイのスープ ウインナーとこまつなのソテー
とりにくのしおだれやき （ちゅうかめん）

(7) 水 もやしラーメンじる
たかなチャーハンのぐ

★だいがくいも
（コッペパン） キウイフルーツ
ジュリエンヌスープ にくじゃが
しろみざかなチーズフライ
おうとう あつやきたまご
（ジョア（ブルーベリー)) ヨーグルト
ごもくスープ （はちみつパン）
★かみかみたこメンチ ☆ かぼちゃのポタージュ

ぶたにくといんげんのいためもの ハンバーグ　きのこソース
さつまいものみそしる
とうふハンバーグ　あんかけ ★アーモンドフィッシュ

もやしとわかめのみそしる
ほうれんそうとツナのソテー
（ソフトめん） さばのしおやき
しのだうどんじる ★れんこんとごぼうのにもの
ちくわのいそべあげ 656 24.7
グレープフルーツ 820 29.8

☆ ぎゅうどんのぐ

いんげんとコーンのソテー　
★おさつスティック
（ナン）
キーマカレー

ツナオムレツ
とうにゅうプリン
（わかめごはん）

☆ （コーヒーぎゅうにゅう）
(16) とんじる

とりのからあげ
★ごぼうサラダ
こまつなとじゃがいものみそしる
さけのレモンしょうゆあえ

さんしょくそぼろ
えのきのすましじる
フランク　わふうソース

かぼちゃのそぼろに
※　（　）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）

※　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！

＊材料入荷の都合により、献立を変更することがあります。ご了承ください。

　　　　　  　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

※　『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。 
※　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。

15 木 牛乳

金
わかめ
ごはん

コーヒー
牛乳

13 火 牛乳

(14) 水 牛乳ごはん

(1) 木

(2) ごはん金 牛乳

牛乳

(5) 月 ごはん 牛乳

こども
パン

(12) 月 ごはん 牛乳

ごはん ジョア

(21) 水

木

さつまいも　和風だし　みそ　油揚げ　こまつな　

ごはん
（鶏肉　植物油　食塩　米発酵調味料　デキストリン　レモン果汁　酵母エキス　でん粉　アンチョビ　にんにく　ごま油

しょうが　こしょう　（アレルゲン：鶏肉　ごま））

豆腐　和風だし　みそ　油揚げ　絹さや　ねぎ

菜種油　にんにく　にんじん　もやし　こまつな　鶏ガラスープ（アレルゲン：鶏肉）　食塩　しょうゆ　ごま油　ごま

（イカ　醤油　発酵調味料　砂糖　植物油脂　酒　香料　乳化剤　カロテン色素　（アレルゲン：小麦　大豆　乳　いか））

にんじん　たけのこ　中華だし　鶏ガラスープ　食塩　醤油　清酒　豆腐　うずら卵　なると　にら　片栗粉　しょうが　ごま油

（すけそうだら　キャベツ　たこ　馬鈴薯でん粉　砂糖　食塩　発酵調味料　紅生姜　あおさ　パン粉　小麦粉　

27 火

パイナップル　みかん　もも　こんにゃくゼリー（アレルゲン：乳）　白玉だんご

豚肉　こんにゃく　和風だし　砂糖　食塩　しょうゆ　みりん　グリンピース　片栗粉　

31.9

（じゃがいも　にんじん　玉ねぎ　コーン　砂糖　マッシュポテト　大豆油　食塩　香辛料　パン粉

(9) 金

　　 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）

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。

牛乳

ソフト
めん

（鶏卵　まぐろ油漬　砂糖　玉ねぎ　でん粉　大豆油　マヨネーズ　食塩　醤油　醸造酢　（アレルゲン：小麦　大豆　卵　りんご））

(20)
（豚肉　食塩　砂糖　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　玉ねぎ　砂糖　しょうゆ

みりん　唐辛子　片栗粉
820 29.9

菜種油　鶏肉　にんじん　かぼちゃ　砂糖　しょうゆ　みりん　いんげん

火 ごはん 牛乳

にんじん　えのきたけ　和風だし　食塩　しょうゆ　豆腐　わかめ　ねぎ
626 23.3

菜種油　にんにく　しょうが　豚肉　カレー粉　にんじん　玉ねぎ　じゃがいも　大豆　コンソメ　こしょう　トマトケチャップ

トマトピューレー　カレールウ（アレルゲン：小麦）　ウスターソース　グリンピース

（粉あめ　豆乳　グラニュー糖　ぶどう糖果糖液糖　ショートニング　加工油脂　カラメルソース　食塩　（アレルゲン：大豆））

ナン

32.1
（さけ　馬鈴薯でん粉　（アレルゲン：さけ））　菜種油　砂糖　醤油　レモン果汁

25.2

845

（さつまいも　砂糖　植物油脂　（アレルゲン：なし））

（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））
670

豚肉　しょうが　砂糖　しょうゆ　清酒　炒り卵（アレルゲン：卵　大豆）　枝豆

(19) 月 ごはん 牛乳

じゃがいも　豆腐　和風だし　油揚げ　みそ　こまつな

（精米　わかめ　砂糖　食塩　酵母エキス　（アレルゲン：なし））

（生乳　砂糖　コーヒー抽出物　乳製品　（アレルゲン：乳））

菜種油　豚肉　ごぼう　にんじん　大根　じゃがいも　和風だし　みそ　豆腐　ねぎ

（鶏肉　清酒　食塩　（アレルゲン：鶏肉））　菜種油

（ごぼう　マヨネーズ　醤油　米発酵調味料　砂糖　ごま　食塩　植物油脂　酢　（アレルゲン：卵　小麦　ごま　大豆））　コーン

714

815

829

810

910 39.9

841

29

（アレルゲン：鶏肉　豚肉　大豆））　菜種油　玉ねぎ　えのきたけ　マッシュルーム　砂糖　しょうゆ　片栗粉

34.7

31.0

砂糖　しょうゆ　穀物酢　みりん　片栗粉

豚肉　さつま揚げ　れんこん　にんじん　ごぼう　しいたけ　糸こんにゃく　砂糖　みりん　しょうゆ　菜種油

菜種油　ベーコン　にんじん　いんげん　ほうれん草　ツナ　コンソメ　食塩　こしょう　
27.1

29.1

＊　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　） 平均栄養価33.5
グレープフルーツ

菜種油　牛肉　にんじん　玉ねぎ　しめじ　しらたき　和風だし　砂糖　しょうゆ　みりん　清酒　ねぎ

（さば　食塩　（アレルゲン：さば））

697
(30) 金 ごはん 牛乳

菜種油　ベーコン　にんじん　いんげん　コーン　スープストック　食塩　こしょう　
1030

20.6

はちみつ
パン

牛乳

菜種油　豚肉　にんじん　玉ねぎ　かぼちゃ　スープストック　こしょう　牛乳　脱脂粉乳　パンプキンペースト

クリームシチュー（アレルゲン：小麦　乳　大豆　鶏肉　豚肉）　ハイホイップ（アレルゲン：乳　大豆）

（植物性蛋白　たまねぎ　鶏肉　豆腐　豚脂　でん粉　みりん　調味料　（アレルゲン：大豆　鶏肉　豚肉））　和風だし

（鶏肉　玉ねぎ　豚脂　植蛋　豚肉　砂糖　ぶどう糖　食塩　酵母エキス　にんにく　香辛料　でん粉　菜種油　しょうが　豚肉　にんじん　いんげん　はるさめ　清酒　中華だし　砂糖　しょうゆ

豆腐　しめじ　和風だし　みそ　もやし　油揚げ　わかめ　ねぎ

とうもろこしでん粉　植蛋　菜種油脂　食塩　（アレルゲン：小麦　大豆））　菜種油
729 26.9

649 21.8

843 26.9

豚肉　にんじん　和風だし　しょうゆ　みりん　なると　油揚げ　砂糖　しょうゆ　ほうれん草　ねぎ　唐辛子

ちくわ　薄力粉　片栗粉　青のり　食塩　菜種油

アーモンド　かたくちいわし　砂糖　醤油　ごま　（アレルゲン：小麦　大豆　ごま）

（小麦粉　食塩　（アレルゲン：小麦））
628 25.1

（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））

（ばさ　塩　パン粉　でん粉　小麦粉　小麦でん粉　植蛋　プロセスチーズ　（アレルゲン：小麦　大豆　乳））　菜種油
732 26.5 (28) 水 ごはん 牛乳

（砂糖　加糖練乳　脱脂粉乳　全粉乳　クリーム　寒天　香料　（アレルゲン：乳））（脱脂粉乳　砂糖　ブルーベリー果汁　アローニャ果汁　（アレルゲン：乳））
566 21.7

8 木
コッペ
パン

牛乳

（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　大豆　乳））
600

キウイフルーツ

菜種油　豚肉　にんじん　玉ねぎ　じゃがいも　こんにゃく　和風だし　砂糖　みりん　しょうゆ　グリンピース

黄桃 （鶏卵　砂糖　でん粉　大豆油　醤油　食塩　醸造酢　こんぶ調味液　魚介エキス　（アレルゲン：卵　さけ　大豆　小麦　さば））

22.3
ベーコン　にんじん　玉ねぎ　コンソメ　食塩　こしょう　キャベツ　パセリ

月 ごはん 牛乳
（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　バッターミックス　

さつまいも　菜種油　砂糖　しょうゆ　ごま　片栗粉

ちゅうか
めん

牛乳

668
菜種油　生姜　にんにく　豚肉　鶏がらスープ（アレルゲン：鶏肉）　醤油ラーメンの素（アレルゲン：小麦　大豆　豚肉）

にんじん　玉ねぎ　中華だし　しょうゆ　清酒　メンマ（アレルゲン：小麦　大豆　さば）　もやし　ねぎ　片栗粉

（小麦粉　食塩　かんすい　（アレルゲン：小麦））

米粉　小麦粉　（アレルゲン：大豆　小麦））菜種油

609

743 22.5

19.3

762 29.5

(23)

にんにく　にんじん　ねぎ　焼き豚（アレルゲン：小麦　大豆　豚肉）　炒り卵（アレルゲン：卵　大豆）　こしょう　醤油　コーン

（しゃくしな　果糖ぶどう糖液糖　食塩　醸造酢　みりん　昆布エキス　しょうゆ　酵母エキス（アレルゲン：小麦　大豆）ごま油

29.6

菜種油　鶏肉　豆腐　にんじん　かつおだし　昆布だし　しょうゆ　みりん　食塩　まいたけ　
538 26.6

菜種油　ウインナー（アレルゲン：豚肉）　にんじん　こまつな　しょうゆ　食塩　こしょう

677 24.9(6) 火 ごはん 牛乳
（ほっけ　食塩　（アレルゲン：なし））

にんじん　タラ　清酒　中華だし　食塩　こしょう　しょうゆ　はるさめ　チンゲンサイ　片栗粉　しょうが　にんにく　ごま油
821

666 30.1
キャベツ　きゅうり　食塩　塩昆布（アレルゲン：乳　大豆　小麦）　しょうゆ　ごま油　ごま

(26)
（アレルゲン：小麦　大豆　豚肉））　菜種油

ごま油　しょうが　豆板醤（アレルゲン：大豆）　鶏肉　人参　干し椎茸　豆腐　中華だし　清酒　食塩　ほうれん草　ねぎ

623 25.4
22.5

令和２年

スプーン スプーン

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　ねぎ　ごま油 （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））

653 26.6
ベーコン　にんじん　玉ねぎ　鶏ガラスープ（アレルゲン：鶏肉）　コンソメ　食塩　こしょう　キャベツ　コーン （あじ　小麦粉　パン粉　食塩　こしょう　（アレルゲン：小麦））　菜種油

（うずら卵　食塩　小麦粉　パン粉　（アレルゲン：小麦　卵））　菜種油

（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）） ごぼう　にんじん　大根　和風だし　みりん　みそ　さつま揚げ　油揚げ　わかめ　ねぎ　ごま

和風だし　にんじん　しめじ　高野豆腐（アレルゲン：大豆　小麦）　砂糖　しょうゆ　清酒　こまつな

603 18.5

774 23.1

524

ごはん 牛乳

22

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

お　　　か　　　ず主　食 飲み物 お　　　か　　　ず 主　食 飲み物

羽生市学校給食センター

みかん

菜種油　生姜　豚肉　椎茸　人参　玉ねぎ　竹のこ　砂糖　トマトケチャップ　醤油　みそ　マーボー豆腐の素（アレルゲン：小麦　大豆）　片栗粉　ねぎ

（鶏肉　バジルソース　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））　

木
こども
パン

ジョア

561 21.4
（いちご果汁　脱脂粉乳　砂糖（アレルゲン：乳））　

菜種油　ベーコン　にんじん　玉ねぎ　じゃがいも　スープストック　こしょう　牛乳　クリームシチュー（アレルゲン：小麦　乳　大豆　鶏肉　豚肉）　コーン　ほうれん草

金 ごはん 牛乳
こしょう　ごま油　がらスープ　しいたけ　にんにく　小麦粉　食塩　（アレルゲン：豚肉　大豆　小麦　ごま　鶏肉））　菜種油

（キャベツ　玉ねぎ　豚肉　にんじん　たけのこ　春雨　しょうゆ　食塩　植蛋　馬鈴薯でん粉　砂糖　ぶどう糖　にら　菜種油

ナチュラルチーズ　（アレルゲン：乳成分）

30.4

1009 34.3

792 30.3

721 26.8

691 24.6

864 29.6

801 27.2

761 25.4

942 30.4

731 29.3

925 36.1

662

26.3

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

今年も、給食にいがまんじゅうが出ます。いがまんじゅうは、

まんじゅうの上の赤飯が、くりの「いが」に似ていることか

ら、その名前がつきました。昔から北埼玉地区で食べられて

いる郷土料理です。

給食に出ているいがまんじゅうは、キヤッセ羽生のコスモ

ス工房のみなさんが、ひとつひとつ手作りしてくださったも

のです。１０月から１月にかけて全ての学校にお届けするの

で、いがまんじゅうが登場する日を楽しみに待っていてくだ

さいね。

13日(火) 羽生北小

22日(木) 羽生南小 新郷第一小

27日(火) 川俣小 須影小

今月のいがまんじゅうの出る学校

「いがまんじゅう」について
いが

※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。

給食に牛丼が初登場します！

10月14日の給食は、初登場の「牛丼」です。こ

の日の牛丼は、埼玉県でとれた牛肉のみを使って作

ります。

新型コロナウイルスの影響で出荷が減ってしまっ

た牛農家さんを支援するために、給食で牛肉を使っ

た料理を提供することになりました。地元の食材を

食べることは、新鮮でおいしいだけでなく、地域の

産業を活発にし、農家さんたちを応援することにつ

ながります。

埼玉県のおいしいお肉を楽しみにしていてくださ

いね。

羽生産食材

・米

埼玉県産食材

・牛肉

特別献立

14日(水) 埼玉県らくのう支援献立

16日(金) 羽生北小リクエスト

29日(木) ハロウィン

緑色のなかま黄色のなかま
赤色のなかま


