
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

わかめとおふのすましじる とうふのピリからスープ
とうふハンバーグ　あんかけ やさいコロッケ

★きむたくごはんのぐ ★ごぼうサラダ
ごもくスープ （しょくぱん）
むしぎょうざ（小2中3コ） ポークビーンズ

しろみざかなのバジルフライ
おうとう
（こどもパン） えびとコーンのソテー
コーンポタージュ （ちゃめし）

おでんふうに
やさいコロッケ さばのしおやき

877 26.9 ★ハニーピーナッツ
カクテルポンチ （すめし）
ぶたにくとだいこんのにもの にくだんごスープ

すめし
さわらのさいきょうやき だいがくいも（２コ）
★おさつスティック ★こぎつねごはんのぐ

☆ とうふとほうれんそうのみそしる 672 25.3
835 30.6

ぶりのたつたあげ
★れんこんのきんぴら
すいぎょうざのスープ
えびしゅうまい（小2中3コ）

かいそうサラダ（ナムルドレッシング）

☆ （わかめごはん）
（ジョア（マスカット))
とんじる
からあげ　（２コ）
ほうれんそうのごまあえ

☆ （こどもパン）
にくだんごとトマトのスープ

12
フライドポテト
チーズ
ポークカレー

チキンナゲット（小２中３コ）

パインスライス
★ちくぜんに
あつやきたまご
のりのつくだに
くりのムース
（ソフトめん）
にくうどんじる
ちくわのいそべあげ（２コ） 　★りんご
けんちんじる
ゼリーフライ

はくさいのにびたし
（はちみつパン）
レタスとトマトのスープ
チーズオムレツ
ボイルブロッコリー（イタリアンドレッシング）

ぶたにくとさといものうまに

メンチカツ
★アーモンドフィッシュ
わかめととうふのすましじる

あじのしおやき
さんしょくそぼろ

※　（　）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。

24.0

29.6

＊　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　１９　回　） 平均栄養価

29.0

909

26.1

796 27.0

740

774

817 34.0

638 22.6

693

713 21.7

642 31.5

40.2818

　　　

（ホキ　パン粉　でん粉　小麦粉　小麦でん粉　植蛋　植物油脂　バジル　食塩　にんにく　砂糖　香辛料

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

木

菜種油　鶏肉　人参　上白糖　しょうゆ　みりん,　清酒　油揚げ　ヘルシー炒りたまご（アレルゲン：大豆　卵）　枝豆

926
（さば　食塩　（アレルゲン：さば））

（果糖ぶどう糖液糖　砂糖　醸造酢　食塩　醸造調味料　昆布エキス（アレルゲン：なし））

（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））

777
ちゃめし 牛乳

結び昆布　大根　こんにゃく　和風だし　三温糖　みりん　食塩　しょうゆ　さつま揚げ　たこボール（アレルゲン：なし）　うずら卵　竹輪

※　『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。

(16) 月 牛乳ごはん

　　 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）

904

（豆乳　砂糖　水あめ　ぶどう糖　ゼラチン　マロンペースト　加工でん粉　香料　（アレルゲン：大豆　ゼラチン））

（小麦粉　食塩　（アレルゲン：小麦））

22.5
菜種油　ベーコン　玉ねぎ　コンソメ　こしょう　しょうゆ　食塩　トマト缶　レタス

31.6

(18) 水 ごはん 牛乳
736

901 34.0
（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））

金 ごはん

(2) 月

(4) ごはん水 牛乳

牛乳ごはん

木
こども
パン

牛乳

わかめ
ごはん

(11) 水

牛乳
こども
パン

木(5)

牛乳ごはん月

牛乳ごはん火

菜種油　豚肉　れんこん水煮　糸こんにゃく　さつま揚げ　みりん　三温糖　和風だし　しょうゆ　いんげん　ごま油　いりごま

水(25)

22.0716

857 33.7

598 19.2

牛乳　クリームコーン　粉チーズ　ミルクカルシウム　マッシュルーム　パセリ

（ぶり　馬鈴薯でん粉　醤油加工品　発酵調味料　生姜　（アレルゲン：小麦　大豆））　菜種油

26

(30) 月

菜種油　豚肉　たくあん（アレルゲン：小麦　大豆　ごま）　キムチ（アレルゲン：小麦　大豆　りんご）　長ねぎ　いりごま

パインアップル　もも　みかん　カクテルゼリー（アレルゲン：りんご）

22.9

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

金

米粉　小麦粉　（アレルゲン：大豆　小麦））菜種油　ソース

（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
(27)

菜種油　豚肉　干ししいたけ　人参　玉ねぎ　大根　糸こんにゃく　里いも　竹輪　上白糖　しょうゆ　

人参　たけのこ　中華だし　しょうゆ　食塩　こしょう　水餃子（アレルゲン：小麦　鶏肉　豚肉　大豆　ごま）　チンゲンサイ　長ねぎ

（えび　玉ねぎ　たら　加工油脂　パン粉　でん粉　デキストリン　砂糖　食塩　ホタテエキス　還元水あめ　えびエキス　

たんぱく加水分解物　酵母エキス　香辛料　小麦粉　（アレルゲン：えび　小麦））

（精米　わかめ　砂糖　食塩　酵母エキス　（アレルゲン：なし））

（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））　

菜種油　豚肉　ごぼう　人参　大根　じゃがいも　和風だし　宝蔵寺みそ　豆腐　ゆずこしょう

もやし　キャベツ　食塩　（わかめ　ふのり　赤つのまた　茎わかめ　昆布）　ナムルドレッシング（アレルゲン：小麦　大豆　鶏肉　豚肉　ごま）

スープストック　カレールウ（アレルゲン：小麦）

スープストック　食塩　こしょう　トマトケチャップ　トマトピューレ　ダイストマト　キャベツ　パセリ

（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））　菜種油

菜種油　にんにく 人参　玉ねぎ　ミートボール（アレルゲン：鶏肉　小麦　大豆　乳　豚肉　卵）　

キャベツ　ほうれん草　食塩　上白糖　しょうゆ　すりごま　いりごま

(10)

(9)

ごはん 牛乳金(13)

ソフト
めん

牛乳火17

ジョア

牛乳

菜種油　豚肉　干ししいたけ　人参　玉ねぎ　糸こんにゃく　里いも　やつがしら　竹輪　上白糖　しょうゆ
724 28.6

19 木
はちみつ

パン
牛乳

（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））

（鶏卵　プロセスチーズ　加工でん粉　砂糖　大豆油　食塩　醸造酢　酸味料　（アレルゲン：卵　乳　大豆））
726 26.1

ブロッコリー　食塩　イタリアンドレッシング（アレルゲン：なし）

595

鶏肉　人参　和風だし　しょうゆ　みりん　油揚げ　なると　ほうれん草　長ねぎ　しょうが

ちくわ　薄力粉　片栗粉　青のり　食塩　菜種油

22.7710

（ナチュラルチーズ（アレルゲン：乳））

パインアップル

菜種油　鶏肉　干ししいたけ　ごぼう　人参　里いも　玉こんにゃく　さつま揚げ　和風だし　枝豆　三温糖　しょうゆ　みりん

醤油　水あめ　砂糖　のり　でん粉　酵母エキス　食塩　（アレルゲン：小麦　大豆）

820 35.1

（鶏卵　砂糖　加工でん粉　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：小麦　大豆　卵　さけ　さば））

菜種油　にんにく　豚肉　人参　玉ねぎ　じゃがいも　カレー粉　トマトケチャップ　ウスターソース

（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　植蛋　植物油脂　チキンコンソメ　醤油

菜種油　とうもろこし油　（アレルゲン：鶏肉　小麦　大豆　乳））　菜種油

22.4

じゃがいも　菜種油　食塩　こしょう　あおのり

669 29.6

(6) 金 ごはん 牛乳
四川黒ソース（アレルゲン：大豆　小麦　鶏肉　ごま）　いんげん

豆腐　ほんしめじ　和風だし　赤みそ　白みそ　ほうれん草

（さわら　米発酵調味料　味噌　砂糖　食塩　スピリッツ　醸造酢　ウコン末　加工でん粉　（アレルゲン：大豆））
811 34.4

（さつまいも　砂糖　植物油脂　（アレルゲン：なし））

687 28.0

641 27.9

菜種油　人参　大根　里いも　ごぼう　和風だし　しょうゆ　みりん　豆腐　糸こんにゃく　長ねぎ

（馬鈴薯　おから　小麦粉　玉ねぎ　人参　長ねぎ　乾燥マッシュポテト　食塩　（アレルゲン：大豆　小麦））

菜種油　中濃ソース　ウスターソース　本みりん

菜種油　鶏肉　ほんしめじ　白菜　小松菜　和風だし　三温糖　しょうゆ　みりん　油揚げ
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りんご　食塩

人参　たけのこ　中華だし　鶏がらスープ　食塩　しょうゆ　清酒　豆腐　なると　長ねぎ　きくらげ　片栗粉　生姜　ごま油

ごま油　しょうが　豆板醤　鶏肉　人参　干ししいたけ　豆腐　中華だし　清酒　食塩　小松菜　長ねぎ

（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

砂糖　しょうゆ　穀物酢　みりん　片栗粉

人参　和風だし　食塩　しょうゆ　豆腐　わかめ　ほうれん草　麩
617 22.3

800 27.8

590

牛乳ごはん

しょくパン 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））

黄桃

（キャベツ　鶏肉　豚肉　豚脂　たまねぎ　にら　植蛋　なたね油　ごま油　食塩　清酒　オイスターソース　でん粉　

もち米粉　しょうゆ　大豆粉　ポークエキス　砂糖　酵母エキス　サフラワー油　（アレルゲン：小麦　鶏肉　豚肉　大豆　ごま））

羽生市学校給食センター

（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

（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　ビタミンC　（アレルゲン：小麦　大豆　乳））

米粉　小麦粉　（アレルゲン：大豆　小麦））菜種油　ケチャップ　ソース　砂糖

（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

菜種油　人参　味付きメンマ（アレルゲン：小麦　大豆）　キャベツ　コーン　えび　清酒　食塩　こしょう　しょうゆ　コンソメ

赤ピーマン（アレルゲン：小麦　大豆））　菜種油

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

令和２年

スプーン スプーン

19.0

878 26.0

932 30.7

756

18.3

さつまいも　菜種油　上白糖　しょうゆ　いりごま

牛乳

759
人参　玉ねぎ　中華だし　食塩　こしょう　しょうゆ　ミートボール（アレルゲン：鶏肉　小麦　大豆　乳　豚肉　卵）　

もやし　春雨　ほうれん草

（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））

37.8

32.8

25.1

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。

(20)
四川黒ソース（アレルゲン：大豆　小麦　鶏肉　ごま）　いんげん

（豚肉　玉ねぎ　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））　菜種油　中濃ソース

(24) 火 ごはん 牛乳

人参　豆腐　和風だし　食塩　しょうゆ　わかめ　長ねぎ
655 30.3

（まあじ　食塩　（アレルゲン：なし））
835 37.6

豚肉　しょうが　上白糖　しょうゆ　清酒　ヘルシー炒りたまご（アレルゲン：卵　大豆）　グリンピース

埼玉県では、実りの秋の11月を「彩の国ふるさと給食

月間」としています。

地元でとれた食材を給食に取り入れることにより、地

元産の食材や郷土料理への理解を通じ、ふるさとへの愛

着を深めようというものです。この機会に地元の食材や

郷土料理への理解を深めましょう。

＊ 給食のお米が１１月から、新米になります。

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
6日(金) 井泉小 新郷第二小

17日(火) 三田ヶ谷小 手子林小

27日(金)   岩瀬小 村君小

今月のいがまんじゅうの出る学校

緑色のなかま黄色のなかま

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

朝夕が一段と寒くなり、木々の色づきも深まってきました。

体調をくずさないように、規則正しい生活を心がけましょう。

この時期は、おいしい旬の食材がたくさんあります。

様々な秋の味覚を通し、食への関心を深めることがで

きたらいいですね。

※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。

ベルギーは西ヨーロッパにあり、

フランスやドイツ、オランダに接

する国です。

面積は日本の関東地方と同じ

くらいで、そこに1000万人

ちょっとの人が暮らしています。

南東に位置するデュルビュイは、

羽生市の姉妹都市となっています。

12日（木）にはベルギー料理が給食に登場します。楽しみにしていてくださいね!

今月の羽生産食材
・米 ・宝蔵寺みそ ・白菜 ・丸系やつ頭

今月の特別献立
・ ９日（月） コロナ支援献立

・１１日（水） 村君小リクエスト献立

・１２日（木） ベルギー給食

給食に国産ぶりが登場します！
新型コロナウイルスの影響で出荷が減ってしまった生産者

さんを支援するために、給食でぶりを使った料理を提供するこ

とになりました。

11月9日（月）ぶりの竜田揚げ

食べることで国内の生産者を応援しましょう。

ここ

旬の食材「白菜」には、か

ぜを予防するビタミンCが

たくさん含まれているよ！

地産地消の良さを知りましょう！
地産地消とは・・・地元で生産された農産物を、

地元で消費することです。

　①生産者との交流を通して農産物に

　　対する理解や安心を深めることが

　　できる。

　③輸送に時間がかからないので、排気

　　ガスなどを減らすことができ、地球

　　環境を守ります。

　　「新鮮」な食材を買うことができる。

　　④地場産物を通して、地域の自然や

　　歴史を知ることにもつながります。

　　②生産地が近いため「とれたれ」で


