
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

（ジョア（マスカット)) （わかめごはん）
おうさまのみそしる ☆ （コーヒーぎゅうにゅう）
あんかけとうふハンバーグ わかめ コーヒー アルファベットスープ

ごはん 牛乳 とりのからあげ（２コ）
おかかふりかけ ★ごぼうサラダ

（こどもパン） かにたまスープ
ジャーマンスープ 550 20.1 670 20.8
そうざいグラタン (16) 水 ごはん 牛乳 さつまいもコロッケ

666 23.9 ぶたにくのチャプチェ 845 25.2
パインスライス
なつやさいカレー （こどもパン）

ポークビーンズ
こども

キャベツとツナのソテー パン ホキのこうそうフライ
なめこのみそしる

あおなとしめじのにびたし
★ひじきごはんのぐ しょうゆけんちんじる
★ハニーピーナッツ
かきたまじる あかうおのしろしょうゆやき
さわらのからみやき ぶたにくといんげんのいためもの

ほうれんそうとじゃがいものみそしる

れいとうみかん
はるさめスープ さんまのかばやき

★ごもくきんぴら
ポークしゅうまい(小２中３コ） （はちみつパン）
ヨーグルト さつまいものシチュー
（コッペパン） はちみつ
ミネストローネ パン クリスピーチキン
やさいコロッケ
カクテルポンチ ビーフンのカレーいため
ちゅうかどんのぐ （ジョア（プレーン))

769 31.2 チキンカレー 632 22.6
あげぎょうざ（小２中３コ）

913 36.0 プレーンオムレツ 782 26.3
チーズ おうとう
とうふとわかめのすましじる （ちゃめし）

いとかまぼこのスープ
さばのみそに ★ししゃもフライ（２コ）
★アーモンドフィッシュ パインスライス
（ソフトめん） （ちゅうかめん）
きつねうどんじる みそラーメンじる
ささかまぼこのいそべあげ（小１中２コ）

れいとうみかん とうふのとさあげふう
いそに
にくだんご　（みそだれ）（２コ） おこめのブルーベリータルト

★おさつスティック レタスとトマトのスープ
（はちみつパン） ハンバーグ　てりやきソース
コンソメスープ 589 21.6
えびカツ いんげんとえびのソテー

741 25.9 640 24.5
★こまつなとメンマのソテー 800 29.6
（ジョア（ストロベリー))
すぶたふうに 650 24.0

ごもくパオズ（２コ）
810 28.7

ピーチゼリー
こまつなのみそしる
とりのてりやき
★じゃことさんさいのまぜごはんのぐ

※　（　）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

793 28.1

977 34.0

658 28.5

855 36.1

844

27.8

34.7

703 25.1

916 32.6

608 21.6

735 25.0

767 28.1

907 33.1

660

(26) 水 ごはん ジョア

(1) 火 ごはん 牛乳

(28) 金 ごはん 牛乳

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。

17 木 牛乳

24 木 牛乳

(25) 金 ごはん ジョア

(28) 月 ちゃめし 牛乳

583 26.4

801 25.0

　　 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）

(14)
（鶏肉　清酒　（アレルゲン：鶏肉））　焼肉のたれ(アレルゲン：小麦　大豆　りんご　ごま）　醤油　砂糖　片栗粉

菜種油　干し椎茸　人参　たけのこ　山菜ミックス（ウワバミソウ　わらい　えのきたけ）　ちりめんじゃこ
814 34.5

油揚げ　和風だし　上白糖　みりん　醤油　清酒　炒り卵（アレルゲン：卵　大豆）

月 ごはん 牛乳

にんじん　豆腐　和風だし　みそ　醤油　小松菜
650 28.6

穀物酢　うずら卵　豚肉　でん粉　生姜　酒　みりん　ピーマン
ジョアごはん金(11)

菜種油　人参　玉ねぎ　干し椎茸　たけのこ　上白糖　醤油　酢豚の素（アレルゲン：小麦　大豆）

（豚肉　小麦粉　玉ねぎ　高野豆腐　ひじき　鶏肉　パン粉　馬鈴薯でん粉　えび　小麦蛋白　しょうゆ　砂糖　

（もも果汁　水あめ　砂糖　食物繊維　ビタミンC　（アレルゲン：もも））

（いちご果汁　脱脂粉乳　砂糖　（アレルゲン：乳））

食塩　（アレルゲン：小麦　大豆　鶏肉　豚肉　えび））

10 木
はちみつ

パン
牛乳 菜種油　ベーコン　人参　いんげん　えび　スープストック　食塩　こしょう

(9) 水 牛乳
（鶏肉　豚肉　玉ねぎ　パン粉　植蛋　豚脂　食塩　植物油脂　香辛料　砂糖　みそ　水あめ　ごま

醸造酢　でん粉　酵母エキス　生姜　パーム油　（アレルゲン：小麦　大豆　豚肉　鶏肉　りんご　ごま））
768 30.6

＊　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

（アレルゲン：鶏肉　豚肉　大豆）)　しょうゆ　みりん　砂糖　生姜　でん粉ベーコン　人参　玉ねぎ　じゃがいも　コンソメ　白こしょう　ほうれん草

（えび　たら　玉ねぎ　馬鈴薯でん粉　食塩　みりん　こしょう　パン粉　小麦粉　植蛋　とうもろこしでん粉　

植物性油脂　（アレルゲン：小麦　大豆　えび））　菜種油

菜種油　メンマ　小松菜　もやし　しょうゆ　食塩　白こしょう

（米粉　ショートニング　砂糖　豆乳　コーンフラワー　でん粉　植物油　海藻カルシウム　でん粉

(鶏肉　たまねぎ　豚脂　豚肉　食物繊維　食塩　砂糖　植物性たん白　生姜　にんにく　でん粉
(30) 水 ごはん

菜種油　鶏肉　干し椎茸　人参　ひじき　糸こんにゃく　笹かまぼこ　和風だし　上白糖　みりん　醤油　いんげん　ごま油
633 25.9

（さつまいも　砂糖　植物油脂　（アレルゲン：なし）） 菜種油　鶏肉　たまねぎ　コンソメ　こしょう　醤油　トマト　レタス　卵

（冷凍みかん） 牛乳
ちゅうか

めん
29 火

牛乳
（小麦粉　はちみつ　イースト　砂糖　脱脂粉乳　食塩　植蛋（アレルゲン：小麦　乳　大豆））

（豆腐　大豆油　植蛋　魚肉すり身　調合油　砂糖　でん粉　卵黄　食塩　小麦粉　（アレルゲン：小麦　大豆　卵））

清酒　和風だし　みりん　醤油

(7) 月 ごはん 牛乳

（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））

食物繊維　水あめ　こんにゃく加工品　ブルーベリージャム　ブルーベリー果汁　（アレルゲン：大豆））

（小麦粉　食塩　（アレルゲン：小麦））
656 29.7

もやし　キャベツ　にら　ごま　ごま油
8 火

ソフト
めん

牛乳
鶏肉　にんじん　和風だし　醤油　清酒　三温糖　油揚げ　ほうれん草　わかめ　唐辛子

（スケソウダラ　でん粉　砂糖　食塩　みりん　（アレルゲン：なし））　菜種油　薄力粉　片栗粉　あおのり　ごま　
833 38.3

ごはん

（小麦粉　食塩　かんすい　（アレルゲン：小麦））

菜種油　にんにく　しょうが　豚肉　干し椎茸　人参　玉ねぎ　中華だし　鶏ガラスープ　しょうゆ　宝蔵寺みそ　

（さば　三温糖　みそ　食塩　でん粉　（アレルゲン：大豆　さば））
721 29.2

（しょうゆ　米発酵調味料　醸造酢　食塩　かつおエキス　ぶどう糖　砂糖　（アレルゲン：小麦　大豆））

和風だし　昆布だし　糸かまぼこ　にんじん　干し椎茸　うずら卵　醤油　食塩　ほうれん草　

（脱脂粉乳　砂糖　（アレルゲン：乳））

（鶏卵　でん粉　砂糖　大豆油　食塩　醸造酢　酸味料　（アレルゲン：大豆　卵））

黄桃

菜種油　しょうが　豚肉　人参　たけのこ　中華だし　食塩　こしょう　しょうゆ　三温糖　うずら卵　いか　なると

(2) 水 ごはん 牛乳

干し椎茸　にんじん　たけのこ　鶏ガラスープ　中華だし　清酒　本醸造酒　しょうゆ　食塩　白こしょう　小松菜

菜種油　豚肉　にんじん　コンソメ　食塩　カレー粉　白こしょう　キャベツ　えび　ビーフン

パインアップル

（ナチュラルチーズ（アレルゲン：乳））

干し椎茸　にんじん　和風だし　食塩　醤油　清酒　豆腐　ほうれん草　わかめ　ねぎ
568 24.0

パイナップル　もも　カクテルゼリー（アレルゲン：りんご　大豆　もも）　こんにゃくダイス（アレルゲン：乳）

(4) 金 ごはん 牛乳
キャベツ　片栗粉　ごま油 菜種油　にんにく　鶏肉　カレー粉　人参　玉ねぎ　じゃがいも　スープストック　ウスターソース

(3) 木
コッペ
パン

牛乳
菜種油　にんにく　豚肉　人参　玉ねぎ　じゃがいも　スープストック　コンソメ　食塩　こしょう　トマト　大豆

トマトケチャップ　カレールウ（アレルゲン：小麦　大豆）

（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　でん粉　植蛋　（アレルゲン：小麦　大豆））　菜種油　ソース

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

大豆粉　植物油脂　なたね油　パーム油　（アレルゲン：小麦　大豆　鶏肉））　菜種油

（キャベツ　鶏肉　豚脂　植蛋　まぐろ　パン粉　にら　ごま油　にんにく　食塩　醤油　酒　小麦粉

809 25.8

緑豆春雨　ごま油

707

（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））
650

（豚肉　玉ねぎ　パン粉　でん粉　しょうが　砂糖　食塩　酵母エキス　ポークエキス　小麦粉　水あめ　（アレルゲン：小麦　豚肉））
727

(脱脂粉乳　ぶどう糖果糖液糖　砂糖　全粉乳　ゼラチン　寒天　（アレルゲン：乳　ゼラチン）)

852

にんにく　（アレルゲン：小麦　大豆　さけ　ごま））

（冷凍みかん）

菜種油　人参　玉ねぎ　さつまいも　スープストック　クリームシチュー（アレルゲン：小麦　大豆　乳　鶏肉　豚肉）　

30.3
菜種油　鶏肉　ごぼう　人参　糸こんにゃく　さつま揚げ　和風だし　上白糖　醤油　酒　みりん　いんげん　ごま　ごま油

ごはん 牛乳

じゃがいも　豆腐　和風だし　油揚げ　みそ　ほうれん草
665 24.6

21.1

(23) 水

21.3
（小麦粉　はちみつ　イースト　砂糖　脱脂粉乳　食塩　植蛋（アレルゲン：小麦　乳　大豆））

（さんま　馬鈴薯でん粉　（アレルゲン：なし））　菜種油　しょうが　醤油　みりん　上白糖　
17.7

こしょう　牛乳　脱脂粉乳　スイートコーン　グリンピース

（鶏肉　水あめ　しょうゆ　食塩　にんにく　たん白加水分解物　香辛料　小麦粉　でん粉　ぶどう糖　砂糖　

29.3

菜種油　しょうが　豚肉　人参　いんげん　緑豆春雨　清酒　中華だし　上白糖　醤油

パインアップル

(31) 月 ごはん 牛乳

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

菜種油　もやし　しめじ　ほうれん草　和風だし　上白糖　みりん　醤油　油揚げ

菜種油　鶏肉　人参　じゃがいも　ごぼう　和風だし　醤油　みりん　豆腐　糸こんにゃく　油揚げ　ねぎ

カレールウ（アレルゲン：小麦　大豆）　トマトケチャップ　ウスターソース　かぼちゃ 菜種油　にんにく　豚肉　人参　玉ねぎ　じゃがいも　大豆　トマト　トマトケチャップ　ウスターソース　食塩　

（ホキ　パン粉　でん粉　小麦粉　植蛋　バジルソース　植物油脂　バジル　食塩　にんにく

菜種油　にんにく　しょうが　豚肉　にんじん　たまねぎ　じゃがいも　なす　カレー粉　スープストック （小麦粉　砂糖　ショートニング　イースト　脱脂粉乳　食塩　植蛋　（アレルゲン：小麦　乳　大豆））

オイスターソース　緑豆春雨　ピーマン　ごま油

白こしょう　コンソメ

砂糖　香辛料　赤ピーマン　（アレルゲン：小麦　大豆））　菜種油

568

630 20.5

587 27.4

にんじん　なめこ　和風だし　みそ　豆腐　わかめ　ねぎ
640 25.8

（赤魚　白しょうゆ　みりん　清酒　小麦　食塩　大豆　（アレルゲン：小麦　大豆））
741 33.2

菜種油　鶏肉　干し椎茸　にんじん　笹かまぼこ　ひじき　和風だし　上白糖　みりん　醤油　清酒　油揚げ　いんげん
795 30.7

（落花生　砂糖　植物油脂　はちみつ　でん粉分解物　食塩　（アレルゲン：落花生））
(18) 金 ごはん 牛乳

にんじん　豆腐　和風だし　食塩　醤油　ほうれん草　片栗粉　卵

（さわら　醤油　砂糖　魚醤油　食塩　しょうが　酵母エキス　でん粉　アルコール　コチュジャン　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））

（アレルゲン：小麦　大豆　卵　ごま））　コーン

27 木
こども
パン

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

（玉ねぎ　脱脂粉乳　ベシャメルソース　えび　マカロニ　コーン　人参　グリンピース　マーガリン　

小松菜　片栗粉　液卵　わかめ　ねぎ　しょうが　ごま油

マッシュルーム　食塩　酵母エキス　植物油　香辛料　　（アレルゲン：小麦　大豆　乳　えび））

（さつまいも　砂糖　植物油脂　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

干し椎茸　人参　中華だし　食塩　こしょう　醤油　清酒　かにかまぼこ（アレルゲン：小麦　大豆）　

菜種油　しょうが　豚肉　醤油　清酒　にんじん　たけのこ　干し椎茸　コンソメ　上白糖　白こしょう　

（生乳　砂糖　コーヒー抽出物　乳製品　（アレルゲン：乳））

(植蛋　たまねぎ　鶏肉　豆腐　豚脂　でんぷん　みりん　砂糖　食塩　酵母エキス　香辛料　でんぷん　 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

（鶏肉　清酒　食塩　（アレルゲン：鶏肉））　片栗粉　菜種油（アレルゲン：大豆　鶏肉　豚肉）)　和風だし　上白糖　しょうゆ　酢　みりん　片栗粉
(15) 火

475 15.9

640 20.0
（ごぼう　マヨネーズ　しょうゆ　砂糖　ごま　かつおだし　醸造酢　焼きあご　食塩　植物油脂　香辛料

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

（からふとししゃも　小麦粉　ぶどう糖　イースト　食塩　大豆粉　植蛋　でん粉　（アレルゲン：小麦　大豆））　菜種油

主　食 飲み物 つけるもの お　　　か　　　ず 主　食 飲み物

令和２年

つけるもの お　　　か　　　ず

（脱脂粉乳　マスカット果汁　水あめ　ビタミンD　（アレルゲン：乳））　 （精米　わかめ　砂糖　食塩　酵母エキス　（アレルゲン：なし））

（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　　鰹削り節　砂糖　食塩　酵母エキス　

のり　椎茸エキス　（アレルゲン：なし））

にんじん　だいこん　和風だし　みそ　豆腐　油揚げ　モロヘイヤ　食塩

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

夏休みも終わり、2学期が始まりました。暦の上では秋ですが、暑

い日はまだまだ続きます。バランスのよい食事と規則正しい生活をし

て元気に過ごしましょう。

秋と言えば、「読書の秋」「スポーツの秋」など思い浮かびますが、

ぜひ「食欲の秋」を楽しんでみましょう。

給食では秋の味覚を取り入れて、献立を作っています。

・ 米 ・ モロヘイヤ

・ 人参 ・ なす

☆今月の埼玉県産食材☆

・長ねぎ

☆今月の羽生産食材☆

羽生産のモロヘイヤが給食に登場します♪

モロヘイヤは刻むとねばねばすることが特徴の、

羽生市特産の野菜です。

モロヘイヤは昔、病気にかかったエジプトの王

様がモロヘイヤのスープを飲んで治ったことから、

「王家のもの」という意味をもちます。

そんな栄養たっぷりのモロヘイヤを使ったスー

プが、８月２６日（水）に登場します！

ムジナもんの頭の葉っぱも

モロヘイヤだよ！

これ

特別メニュー

1５日（火）西中

リクエストメニュー


