
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

（ちゅうかめん） （ジョア（ブルーベリー））
チャーシューめんじる キムチスープ

コーンしゅうまい（小２中３コ） とりにくのしおこうじやき
はるさめサラダ（ちゅうかドレッシング）

★おさつスティック 649 25.7
みぞれじる 806 30.8
★まぐろのごまがらめ

ほうれんそうとしめじのにびたし
（ライスボール）
ほうれんそうとあさりのチャウダー

タンドリーチキン
★コーンサラダ（ごまドレッシング）
すきやきふうに
★わふうきんぴらつつみ

りんごゼリー
（わかめごはん）
ほうれんそうともやしのみそしる
しろはなまめのコロッケ
ウィンナーとこまつなのソテー

☆ （ジョア（ストロベリー））
コンソメスープ
とりのからあげ（２コ）
★にくごぼうピラフのぐ

☆ やつがしらとほうれんそうのみそしる

ぶりのてりやき

こまつなとコーンのソテー
（はちみつパン）
そぼろのカレースープ

10 ミートオムレツ

★アーモンドフィッシュ
ウェーブワンタンスープ

★いかのかりんあげ（２コ）
とりにくのかんこくふうそぼろ
かんぴょうのたまごとじじる

あじのごまてりやき
★こんぶとまめのにもの
（じごなうどん）
おっきりこみふううどんじる
かきあげ　 　チーズ
とうふとわかめのすましじる

しろみざかなのねぎソースがけ
★きゅうりとたくあんのつけもの
（コッペパン）
ビーフシチュー

ほうれんそうとハムのいためもの
チョコクレープ

※　（　）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。

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

スプーン お　　　か　　　ず

（小麦粉　食塩　かんすい　（アレルゲン：小麦））

731

主　食 飲み物 スプーン お　　　か　　　ず 主　食 飲み物

572

26.9
（さつまいも　砂糖　植物油脂　（アレルゲン：なし））

水あめ　（アレルゲン：豚肉　大豆　小麦））

＊　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　１4　回　）

(米粉　小麦粉　マーガリン　砂糖　小麦たんぱく　イースト　脱脂粉乳　食塩　ビタミンC　白ざら糖　（アレルゲン：小麦　乳　大豆）)

（脱脂粉乳　砂糖　ブルーベリー果汁・果肉　アローニャ果汁　乳酸カルシウム　ペクチン　香料　ビタミンD　（アレルゲン：乳））
574 21.8

21.4
もやし　焼き豚　長ねぎ　メンマ（アレルゲン：小麦　大豆） 金 ごはん ジョア(18) 白菜　みそ

716 25.1
にんじん　きゅうり　春雨　食塩　中華ドレッシング（アレルゲン：小麦　大豆　ごま　豚肉）

菜種油　にんにく　にんじん　中華だし　鶏ガラスープ（アレルゲン：鶏肉）　しょうゆ　しょうゆラーメンの素（アレルゲン：小麦　大豆　豚肉） 豚肉　にんじん　干ししいたけ　清酒　鶏ガラスープ（アレルゲン：鶏肉）　しょうゆ　和風だし　豆腐　キムチ（アレルゲン：小麦　大豆　りんご）　

（とうもろこし　玉ねぎ　魚肉すり身　豚脂　でん粉　豆腐　植蛋　パン粉　みりん　焼酎　小麦粉　砂糖　食塩　酵母エキス　 （鶏肉　麹　米　塩　（アレルゲン：鶏肉））

平均栄養価

（まぐろ　でん粉　しょうゆ　酒　生姜　（アレルゲン：大豆　小麦））　菜種油　三温糖　しょうゆ　みりん　いりごま

809 38.3
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

31.0
鶏肉　にんじん　糸こんにゃく　かつおだし　清酒　食塩　しょうゆ　豆腐　大根　片栗粉　こまつな　長ねぎ

635

804 38.8
（鶏肉　ヨーグルト　ケチャップ　カレー粉　にんにく　塩　こしょう　（アレルゲン：鶏肉　乳））

菜種油　ベーコン　にんじん　玉ねぎ　スープストック　こしょう　牛乳　ホワイトソース（アレルゲン：乳　鶏肉）　あさり　マッシュルーム

ベシャメルソース（アレルゲン：小麦　乳　大豆）　クリームシチュー（アレルゲン：小麦　乳　大豆　鶏肉　豚肉）　ほうれん草　グリンピース　パセリ　白ワイン

668 32.5

菜種油　豚肉　にんじん　玉ねぎ　しめじ　しらたき　和風だし　三温糖　しょうゆ　みりん　清酒　豆腐　はくさい　長ねぎ　
695 25.5

(4) 金 ごはん 牛乳
（鶏肉　たまねぎ　ごぼう　豆腐　植蛋　にんじん　砂糖　みりん　植物油　ぶどう糖　しょうが　食塩　豚ゼラチン　酵母エキス　ごま

にんじん　キャベツ　コーン　食塩　ごまドレッシング（アレルゲン：ごま　小麦　大豆）

香辛料　でん粉　セルロース　　（アレルゲン：鶏肉　大豆　ごま　ゼラチン））
840 29.7

（りんご果汁　ぶどう糖　水あめ　グラニュー糖　砂糖　でんぷん　酸味料　香料　（アレルゲン：りんご））

月
わかめ
ごはん

牛乳

米　わかめ　砂糖　食塩　酵母エキス　（アレルゲン：なし）
615

28.7
(8) ごはん

ベーコン　にんじん　玉ねぎ　じゃがいも　コンソメ　食塩　白こしょう　ほうれん草　

（鶏肉　清酒　食塩　（アレルゲン：鶏肉））　片栗粉　菜種油
867

20.5
(7)

豆腐　もやし　和風だし　みそ　ほうれん草

（白花豆　マッシュポテト　バター　砂糖　食塩　パン粉　小麦粉　でん粉　大豆たんぱく　植物油脂　（アレルゲン：乳　小麦　大豆））　菜種油
790 25.5

菜種油　ウィンナー　にんじん　こまつな　しょうゆ　食塩　こしょう

(鶏卵　玉ねぎ　にんじん　でんぷん　砂糖　鶏肉　大豆油　大豆たんぱく　豚肉　パン粉　食塩　醸造酢　酸味料　オニオンパウダー　

アミノ酸　黒こしょう　（アレルゲン：卵　鶏肉　大豆　豚肉　小麦　乳）)
696 27.3

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

ベーコン　にんじん　こまつな　いんげん　スイートコーン　コンソメ　食塩　こしょう　

（ぶり　しょうゆ　発酵調味料　砂糖　酒　（アレルゲン：小麦　大豆））

火 ジョア

（いちご果汁　脱脂粉乳　砂糖　リン酸カルシウム　香料　野菜色素　ビタミンD　（アレルゲン：乳））
709

796

（小麦粉　はちみつ　ショートニング　イースト　砂糖　脱脂粉乳　食塩　小麦たんぱく　ビタミンC　（アレルゲン：小麦　大豆　乳））
574

32.8
菜種油　豚肉　にんじん　ごぼう　マッシュルーム　コンソメ　食塩　こしょう　炒り卵（アレルゲン：卵　大豆）　グリンピース　

やつがしら　しめじ　和風だし　みそ　ほうれん草
635 26.0

31.3

23.8
豚肉　しょうが　しょうゆ　にんじん　玉ねぎ　コンソメ　カレー粉　食塩　キャベツ　ほうれん草

にんじん　かんぴょう　食塩　かつおだし　しょうゆ　ほうれん草　液卵　
615 28.8

豚肉　干ししいたけ　にんじん　玉ねぎ　中華だし　しょうゆラーメンの素（アレルゲン：小麦　大豆　豚肉）　しょうゆ　食塩　なると

（いか　馬鈴薯でん粉　（アレルゲン：いか））　菜種油　砂糖　みりん　しょうゆ

菜種油　にんにく　鶏肉　にんじん　えだまめ　糸こんにゃく　しょうゆ　砂糖　清酒　豆板醤（アレルゲン：大豆）　ごま油

ウェーブワンタン（アレルゲン：小麦）　もやし　にら　しょうが
682 31.6

885 40.6

756 32.7
ごま油　干ししいたけ　にんじん　さつま揚げ　大豆　昆布　和風だし　三温糖　みりん　しょうゆ　

15 火
じごな
うどん

牛乳

（小麦粉　食塩　（アレルゲン：小麦））
702 23.3

(14) 月 ごはん 牛乳
（アジ　しょうゆ　砂糖　魚醤　しょうが　酵母エキス　食塩　澱粉　いりごま　（アレルゲン：小麦　大豆　さけ　ごま））

菜種油　豚肉　干ししいたけ　にんじん　大根　ごぼう　ほうれん草　揚げ高野（大豆　小麦）　和風だし　しょうゆ　食塩　片栗粉　

(玉ねぎ　にんじん　春菊　小麦粉　とうもろこし澱粉　大豆油　（アレルゲン：小麦　大豆）)　菜種油
837 27.3

（ナチュラルチーズ　乳化剤　重曹　水　（アレルゲン：乳））

21.4
　　　

(16)
（ホキ　でん粉）　菜種油　しょうゆ　三温糖　にんにく　しょうが　長ねぎ　酢　

713 25.8
きゅうり　食塩　たくあん（アレルゲン：小麦　大豆　ごま）　いりごま

菜種油　ハム　もやし　ほうれん草　食塩　こしょう　しょうゆ　

1050

843 23.6

29.0

17

水 ごはん 牛乳

干ししいたけ　にんじん　和風だし　食塩　しょうゆ　清酒　豆腐　ほうれん草　わかめ
560

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　ビタミンC　（アレルゲン：小麦　大豆　乳））

　　 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）

※　『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。

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。

菜種油　にんにく　牛肉　にんじん　玉ねぎ　じゃがいも　コンソメ　こしょう　ハヤシルウ（アレルゲン：小麦　豚肉　大豆）

デミグラスソース（アレルゲン：小麦　大豆　鶏肉　豚肉）　ウスターソース　トマトケチャップ　トマトピューレー　赤ワイン　

ベーキングパウダー　（アレルゲン：大豆））

（豆乳　砂糖　加工油脂　米粉　植物油　水あめ　調製豆乳粉末　ココアパウダー　麦芽糖　でん粉　カラメル色素

1 火
ちゅうか

めん
牛乳

水 ごはん 牛乳

(11) 金 ごはん 牛乳

(9)

木
はちみつ

パン
牛乳

3 木
ライス
ボール

牛乳

(2) 水 ごはん 牛乳

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
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

1日(火) 西中学校

15日(火) 東中学校

今月のいがまんじゅうの出る学校

※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。

今月の羽生産食材

・米

・丸系やつがしら

今月の埼玉県産食材

・キャベツ

・にんじん

・根深ねぎ

12月に入り、寒さが身にしみる季節になりました。今年も残

すところあと1ヶ月です。体調をくずさないように規則正しい

生活習慣と栄養バランスのよい食事を心がけて、楽しい冬休み

をむかえられるようにしましょう。

今年の１２月21日は「冬至」といって、１年のうちで最

も太陽が出ている時間が短い日、つまり昼が短く、夜が長い１

日です。この日にかぼちゃを食べると風邪をひかないといわ

れています。かぼちゃは、鼻やのどなどの粘膜を健康に保つ

ビタミンAが豊富で、風邪予防にぴったりな食品です。

今年は、１２月２１日（月）が冬至です！

西洋かぼちゃ

日本かぼちゃ

その他

日本で多く流通し、甘みが強く、ほく

ほくしています。天ぷらなどに向いてい

ます。

淡白な味で、ねっとりとした果肉です。

だしがしみやすく、煮物などに向いていま

す。

そうめんかぼちゃや、バターナッツ、コ

リンキー、ズッキーニなどがあります。

今月の特別献立

8日（火） 新郷第一小リクエスト献立

9日（水） 鹿児島県支援献立


