
日 曜 ｋｃａｌ ｇ
ｴﾈﾙｷﾞｰ 蛋白質

こまつなとやつがしらのみそしる
☆

(13) かんぱちのてりやき
★ゆでやさい（かんこくナムルドレッシング）

（チーズパン）
ミネストローネ

チーズ
パン ほうれんそうグラタン

かぼちゃタルト
（むぎごはん）
まめまめカレー

ひれカツ（ソース）
りんごゼリー
（すめし）
ほたてのかきたまじる
とりにくのしおダレやき
★ひじきごはんのぐ
（ちゅうかめん）
みそコーンラーメン 751 22.8

火 牛乳
きんとんパイ 894 27.6
みかん
たいととうふのチゲ

たこのたこやき
こまつなとメンマのソテー
（はちみつパン）
（コーヒーぎゅうにゅう）

☆ クリームシチュー 782 25.6
21

ハンバーグてりやきソース 1017 32.8

★ごぼうサラダ
しらたまぞうに
さばのみしょうやき 　
★コーンサラダ（わふうドレッシング）

ほうれんそうとしめじのみそ汁

かんぱちのたつたあげ
★れんこんとごぼうのにもの
サンラータン

612 24.2
ごもくパオズ（２コ）

763 28.8
はるさめとキムチのいためもの
すいとんじる

★ししゃもフライ（小２中３コ）
にびたし
（こどもパン）
（ジョア（ストロベリー））
ビーフストロガノフ

ほうれんそうとコーンのソテー
チーズタルト
とりともやしのちゅうかスープ
はるまき

ぶたにくのチャプチェ
695 25.4
875 31.1

※　（　）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！

令和３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

主　食 飲み物 スプーン お　　　か　　　ず

（パン粉　バッター粉　豚肉　（アレルゲン：小麦　大豆　豚肉））　菜種油　中濃ソース

（小麦粉　マーガリン　砂糖　ショートニング　鶏卵　食塩　かぼちゃペースト　乳製品　脱脂粉乳　（アレルゲン：小麦　大豆　乳　卵））

（精米　米粒麦）

玉ねぎ　マーガリン　食塩　（アレルゲン：小麦　大豆　乳　豚肉））

（牛乳　ほうれん草　マカロニ　プロセスチーズ　ベーコン　ベシャメルソース　小麦粉　植物油脂　バター　乳製品　

トマトケチャップ　ウスターソース　枝豆 大豆

豆腐　やつがしら　和風だし　油揚げ　みそ　小松菜

（かんぱち　醤油　発酵調味料　砂糖　酒　（アレルゲン：小麦　大豆））

人参　キャベツ　枝豆　食塩　ナムルドレッシング（アレルゲン：小麦　大豆　鶏肉　豚肉　ごま）
731 33.3

菜種油　にんにく　ベーコン　人参　玉ねぎ　じゃがいも　スープストック　食塩　こしょう　トマトケチャップ　トマトピューレー

ダイストマト　ポークラビオリ（アレルゲン：小麦　大豆　豚肉　鶏肉）　キャベツ　パセリ

（りんご果汁　水あめ　砂糖　りんごピューレ　でん粉　ビタミンC　（アレルゲン：りんご））

776 25.1

30.3938

27.7580

948 32.3

714 24.3

菜種油　ツナ　干し椎茸　人参　笹かまぼこ　干しひじき　和風だし　上白糖　本みりん　醤油　清酒　油揚げ　枝豆

（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　干ししいたけ　人参　玉ねぎ　中華だし　鶏がらスープ　醤油　宝蔵寺味噌

（さつまいも　砂糖　マーガリン　食塩　小麦粉　液卵　食塩　ぶどう糖　（アレルゲン：小麦　大豆　乳　卵））　菜種油

コーン　もやし　にら　ごま　ごま油

28.8
菜種油　味付きメンマ（アレルゲン：小麦　大豆）　小松菜　もやし　こいくちしょうゆ　食塩　こしょう

（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））
695 32.5

みかん

人参　豆腐　和風だし　こいくちしょうゆ　食塩　ほたて貝柱　長ねぎ　片栗粉　液卵　かまぼこ

（鶏肉　還元水あめ　植物油　食塩　レモン果汁　アンチョビ　にんにく　ごま油　生姜　胡椒　（アレルゲン：ごま　鶏肉））
858 38.2

豚肉　鯛　清酒　コンソメ　食塩　こいくちしょうゆ　キムチの素（アレルゲン：大豆　りんご）　豆腐
608 23.8

760

671 25.7
（さば　米みそ　発酵調味料　砂糖　醤油　玉ねぎ　酒粕　赤もろみみそ　にんにく　塩　アミノ酸

（アレルゲン：小麦　大豆　さば））

枝豆　キャベツ　コーン　食塩　和風ドレッシング（アレルゲン：小麦　大豆）

ごま油　にんにく　しょうが　鶏肉　人参　もやし　中華だし　清酒　食塩　白こしょう　醤油　穀物酢　トウバンジャン

白こしょう　ダイストマト　ウスターソース　上白糖　食塩　ブロッコリー　赤ワイン

豆腐　ほんしめじ　和風だし　赤みそ　白みそ　ほうれん草
642 27.9

31.4850

807 33.6
豚肉　さつま揚げ　れんこん　人参　ごぼう　干ししいたけ　糸こんにゃく　三温糖　本みりん　醤油　菜種油

31.0
菜種油　鶏肉　もやし　小松菜　和風だし　三温糖　こいくちしょうゆ　本みりん　油揚げ

（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））

27.6

21.8

※　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。

　　　

（いちご果汁　脱脂粉乳　砂糖（アレルゲン：乳））　

菜種油　ベーコン　人参　ほうれん草　コーン　スープストック　食塩　白こしょう

きくらげ　春雨　片栗粉　液卵

（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　醤油　砂糖　食塩　ビタミンＣ

豚肉　人参　大根　和風だし　こいくちしょうゆ　すいとん（アレルゲン：小麦）　白菜　ほうれん草
697

菜種油　生姜　豚肉　醤油　清酒　人参　たけのこ　干し椎茸　コンソメ　上白糖　こしょう　オイスターソース　春雨　ごま油

　　 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。 

菜種油　にんにく　牛肉　人参　玉ねぎ　じゃがいも　ほんしめじ　コンソメ　ハヤシルウ（アレルゲン：小麦　豚肉　大豆）

ごま油　生姜　にんにく　豚肉　キムチ（アレルゲン：小麦　大豆　りんご）　竹の子　上白糖　醤油　清酒　和風だし　春雨　にら

26.4

（アレルゲン：小麦　大豆　鶏肉　豚肉　えび））

(25)

(29)
（キャベツ　玉ねぎ　豚肉　人参　たけのこ　春雨　醤油　食塩　植蛋　でん粉　砂糖　ぶどう糖　にら　なたね油　こしょう

ごま油　がらスープ　干し椎茸　にんにく　小麦粉　（アレルゲン：小麦　大豆　鶏肉　豚肉　ごま））　菜種油

月 牛乳

水 牛乳ごはん

ほんしめじ　白菜　にら

（鰹節　小麦粉　たこ　キャベツ　揚げ玉　植物油　ねぎ　生姜酢漬　砂糖　食塩　（アレルゲン：小麦　大豆））　菜種油

（かんぱち　でん粉　醤油加工品　発酵調味料　しょうが　アミノ酸　ミョウバン　（アレルゲン：小麦　大豆））　なたね油

（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　（アレルゲン：小麦　大豆　乳））

水

菜種油　にんにく　豚肉　人参　玉ねぎ　じゃがいも　ひよこまめ　カレー粉　スープストック　カレールウ（アレルゲン：小麦）

ごはん

鶏肉　干ししいたけ　人参　大根　和風だし　こいくちしょうゆ　白玉だんご　なると　こまつな

（生乳　砂糖　コーヒー抽出物　乳製品　（アレルゲン：乳））

（豚肉　鶏肉　たまねぎ　植蛋　豚脂　果糖ぶどう糖液糖　でん粉　ぶどう糖　ポークエキス　食塩　酵母エキス　

（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

菜種油　ベーコン　人参　玉ねぎ　じゃがいも　スープストック　こしょう　牛乳　脱脂粉乳　粉チーズ

クリームシチュー（アレルゲン：小麦　乳　大豆　鶏肉　豚肉）　ミルクカルシウム　コーン　パセリ

チキンブイヨン　（アレルゲン：大豆　鶏肉　豚肉））　　醤油　本みりん　上白糖　生姜　片栗粉

（小麦粉　　チーズ　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））

(22)

コーヒー

牛乳
はちみつ

パン
木

ちゅうか
めん

19

牛乳木14

(20) ごはん 牛乳

(18) 月 すめし 牛乳

(15) 金
むぎ

ごはん
牛乳

牛乳ごはん金

牛乳ごはん火(26)

牛乳ごはん水(27)

1003

792

（ししゃも　小麦粉　ぶどう糖　イースト　ショートング　食塩　大豆粉　でん粉　（アレルゲン：小麦　大豆））　菜種油
857

＊　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　１3　回　） 平均栄養価

712 22.6
牛乳ごはん金

こども
パン

木28

菜種油　しょうが　鶏肉　干ししいたけ　人参　玉ねぎ　中華だし　食塩　白こしょう　醤油　なると　もやし　ごま油

（小麦粉　マーガリン　砂糖　鶏卵　食塩　クリームチーズ　牛乳　乳製品　レモン果汁　（アレルゲン：小麦　大豆　乳　卵））

ジョア

28.1944

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

1９日(火) 南中学校

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。

「羽生市丸系ヤツガシラ栽培研

究会」の方々が心をこめてつくっ

てくださいました。

ホクホクとした食感と、ほのか

な甘みがおいしい、丸系やつがし

ら。おいしいだけでなく、まん丸

な形をしていることから、皮をむ

く手間が大幅にはぶけ、料理をす

る人も大助かりです。

「丸系やつがしら」が

給食に初登場するよ！

13日(水)

普通のさといもと比べると、

５～１０倍の大きさ！

丸系やつがしら さといも

日本の学校給食は、明治２２年に山形県の私立忠愛小学校というと

ころで始まりました。当時、家が貧しくて、昼ごはん（お弁当）を学

校に持ってくることができない子どもに、おにぎり・焼き魚・漬物な

どといった、簡単な食事を出したことが始まりと言われています。

給食だけを見ても、昔と今では食材の数や、料理の種類など、ずい

ぶん変わってきましたね。

冬休みが終わり、新しい年が始まりました。

今の学年で過ごすのも残りわずか…。「１月は

行く、２月は逃げる、３月は去る」というよう

に、この３ヶ月はいつも以上に時間が過ぎるの

を早く感じる時期です。食事をしっかりとって、

健康第一に過ごしてほしいと思います。

明治２２年

学校給食のはじまり

おにぎり 塩ざけ 菜の漬物

昭和３０年ごろ
全ての小学校で完全給食の実施

コッペパン 脱脂粉乳

くじらの竜田揚げ

せんキャベツ ジャム

昭和４４年ごろ

揚げパンやソフトめんが登場

ソフトめんカレーあんかけ

牛乳 甘酢和え 黄桃 チーズ

昭和５０年ごろ

米飯給食が正式に導入

カレーライス 牛乳 塩もみ

バナナ スープ

今月の羽生産食材

・米 ・はくさい

・丸系やつがしら

・人参 ・キャベツ

・宝蔵寺味噌

今月の特別献立

13日（水） お正月献立

21日（木） 南小リクエスト献立立

今月の埼玉県産食材

・根深ねぎ


