
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

☆ ★いそに とうふとなめこのみそしる

★いわしのかばやきふう ぶたにくのしょうがやき
★ふくまめ ほうれんそうのソテー
（じごなうどん） どさんこじる
カレーうどんじる さわらのだししょうゆやき
★ささかまぼこのせんちゃあげ（小１中２コ）

やさいゼリー こまつなとメンマのソテー
ほうれんそうともやしのみそしる （バターロール）

とうにゅうのコーンクリームスープ
しろごまつくね あんかけ（小２中３コ） チーズのささみフライ（小１中２コ）
★きんぴらそぼろごはんのぐ
（ライスボール） オレンジ
たまねぎとベーコンのたまごスープ （むぎごはん）
やきフランク シーフードカレー
ナタデココポンチ
ごもくスープ とうふナゲット（小2中3コ）
えびしゅうまい（小２中３コ）

ふくじんづけ
★とりにくとカシューナッツのいためもの 651 25.6
とうふとほうれんそうのすましじる 820 31.2
カゴカマスのバジルやき

★くきわかめのいために
ジャーマンスープ
チキンのハニーマスタードやき

キャベツとコーンのソテー
きりたんぽじる
ハンバーグ おろしソース

はくさいのおひたし
☆ とうふとわかめのすましじる

しろはなまめのコロッケ
★きりぼしだいこんのベーコンに
チョコプリン
ほうれんそうとじゃがいものみそしる

かんぱちのてりやき
★いりどり
（ジョア（しろぶどう））
（ちゅうかめん）
ちゃんぽんめんじる

いそぎょうざ（小2中3コ）

★ごぼうサラダ
（ちゃめし）

☆ （コーヒーぎゅうにゅう）
(17) 水 とんじる

からあげ（２コ） 　はるさめサラダ（わふうドレッシング）

（メロンパン）
ポトフふうに

ポテトのかぼちゃグラタン

いちごヨーグルト
☆ たいのスープ

やさいコロッケ（ソース）

ビビンバのぐ
※　（　）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）

※　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。

ちゃめし

24.9

815 31.2

610 26.0

757 29.3

690 26.7

（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））

えのきたけ　和風だし　食塩　しょうゆ　豆腐　わかめ　ハート型なると

ごはん 牛乳

（鶏肉　清酒　食塩　（アレルゲン：鶏肉））　片栗粉　菜種油

25.8

牛乳

ちゅうか
めん

こしょう　小麦粉　（アレルゲン：小麦　大豆　鶏肉　豚肉　ごま）） 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

（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））

（豚肉　キャベツ　ひじき　豚脂　鶏肉　長ねぎ　でん粉　ごま油　砂糖　醤油　生姜　しいたけ　ホタテエキス　食塩　かきエキス

（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　にんじん　大根　じゃがいも　和風だし　宝蔵寺みそ　豆腐　長ねぎ

905 29.4

695 23.5

(26)

612 26.8

（豚肉　しょうゆ　清酒　みりん　しょうが　（アレルゲン：豚肉　小麦　大豆））　
771 31.9

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

583 25.6

807 25.8

652 22.1

739 31.2

667 21.9

菜種油　にんにく　豚肉　にんじん　じゃがいも　和風だし　みそ　豆腐　コーン　わかめ　しょうが
695 26.3

牛乳(24) 水 ごはん

934 34.7

625 25.1

831 32.6

778 30.8

※　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。

　　 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。

人参　鯛　清酒　中華だし　食塩　こしょう　醤油　春雨　チンゲンサイ　片栗粉　長ねぎ　生姜　にんにく　ごま油

(小麦粉　砂糖　ショートニング　植物性生クリーム　イースト　食塩　マーガリン　（アレルゲン：小麦　大豆　乳）)

（砂糖　脱脂粉乳　いちご果肉　いちご果汁　練乳　オリゴ糖　全粉乳　寒天　ホエー　クリーム　（アレルゲン：乳））

ウィンナー　にんじん　じゃがいも　たまねぎ　セロリ　鶏がらスープ（アレルゲン：鶏肉）　コンソメ　食塩　こしょう

（じゃがいも　でん粉　植物油脂　砂糖　食塩　コーンフラワー　香辛料　パーム油　牛乳　かぼちゃ　玉ねぎ　人参

とうもろこし　チーズ　マーガリン　小麦粉　酵母エキス　チキンエキス　香辛料　（アレルゲン：乳　大豆　小麦　鶏肉））

※　『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。 

(19)
（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　米粉　

小麦粉　（アレルゲン：大豆　小麦））菜種油　ソース
815 26.5

にんにく　生姜　豚肉　ぜんまい　砂糖　醤油　みそ　豆板醤　ほうれん草　もやし　人参　ごま油　炒り卵（アレルゲン：卵　大豆）

金 ごはん 牛乳

　　　682 21.3
白ワイン　マッシュルーム　キャベツ　ブロッコリー

780 24.2

（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　植蛋　植物油脂　（アレルゲン：乳　小麦　大豆））　菜種油

菜種油　ベーコン　にんじん　切り干し大根　和風だし　上白糖　しょうゆ　清酒　いんげん

（砂糖　水あめ　植物油脂　豆乳　食物繊維　ココアパウダー　カカオマス　大豆粉　（アレルゲン：大豆））

（かんぱち　醤油　発酵調味料　砂糖　酒　（アレルゲン：小麦　大豆））

菜種油　鶏肉　にんじん　ごぼう　れんこん　糸こんにゃく　上白糖　みりん　しょうゆ　清酒　いんげん

じゃがいも　豆腐　和風だし　油揚げ　みそ　ほうれん草

にんじん　きゅうり　はるさめ　食塩　和風ドレッシング（アレルゲン：小麦　大豆　りんご）

菜種油　にんにく　生姜　豚肉　椎茸　人参　玉ねぎ　中華だし　食塩　こしょう　しょうゆ　清酒　キャベツ　もやし　

704 21.8

896 26.7

602 30.2

761 36.6

（カゴカマス　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：なし））

（豚肉　鶏肉　玉ねぎ　植蛋　豚脂　デキストリン　ぶどう糖　でん粉　ポークエキス　発酵調味料　食塩　酵母エキス　

チキンブイヨン　（アレルゲン：大豆　鶏肉　豚肉））　清酒　三温糖　和風だし　しょうゆ　大根おろし　片栗粉
889 33.5

白菜　小松菜　食塩　しょうゆ　上白糖

しいたけ　人参　和風だし　食塩　しょうゆ　清酒　豆腐　ほうれん草　わかめ
556 27.1

（鶏肉　マスタード　からし　果糖ブドウ糖液糖　醸造酢　はちみつ　食塩　水あめ　砂糖　でん粉　ターメリック

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

香辛料　　醤油　（アレルゲン：鶏肉　りんご　大豆　小麦））

708

豆腐　もやし　かつおだし　みそ　ほうれん草

（オレンジ）

(ぶどう糖果糖液糖　りんご果汁　砂糖　人参　オレンジ果汁　みかん果汁　トマト　（アレルゲン：りんご　オレンジ))　

パインアップル　みかん　もも　こんにゃくゼリー（アレルゲン：乳）　ナタデココ　赤ワイン

664 26.3

（鶏肉　パン粉　チーズ　乳　小麦粉　米粉　大豆たんぱく　豚脂　砂糖　食塩　トマト　香辛料

植物油脂　でん粉　調味料　（アレルゲン：鶏肉　小麦　乳　大豆　豚肉））　菜種油

25 木
バター
ロール

牛乳

（小麦粉　マーガリン　砂糖　植物性生クリーム　イースト　脱脂粉乳　食塩　小麦たんぱく　（アレルゲン：小麦　大豆　乳））

菜種油　ベーコン　玉ねぎ　人参　クリームコーン　調製豆乳　コンソメ　食塩　こしょう　マッシュルーム　じゃがいも　小松菜　片栗粉

金
むぎ

ごはん
牛乳

金 ごはん

菜種油　鶏肉　にんじん　ごぼう　糸こんにゃく　和風だし　上白糖　しょうゆ　清酒　枝豆

（豆腐　魚肉すり身　たまねぎ　植物油脂　卵白　豆乳　植蛋　砂糖　食塩　小麦粉　たん白加水分解物　

（大根　なす　きゅうり　れんこん　生姜　瓜　なた豆　椎茸　しそ　（アレルゲン：小麦　大豆））

（精米　米粒麦）

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

869 33.4

652

牛乳

（鶏肉　玉ねぎ　パン粉　ごま　鶏レバー　でん粉　大豆油　豚脂　植蛋　砂糖　食塩　みりん　（アレルゲン：小麦　大豆　鶏肉　豚肉　ごま））

＊　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　１８　回　） 平均栄養価

ベーコン　人参　玉ねぎ　鶏がらスープ（アレルゲン：鶏肉）　スープストック　食塩　こしょう　しょうゆ　片栗粉　卵　にら

（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））

(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　白ざら糖　（アレルゲン：小麦　乳　大豆）)

トマトケチャップ　いか　えび　ほたて　白ワイン

でん粉　デキストリン　ポークエキス　アミノ酸　大豆油　（アレルゲン：小麦　卵　大豆　豚肉））

人参　たけのこ　中華だし　鶏がらスープ（アレルゲン：鶏肉）　食塩　醤油　清酒　豆腐　なると　にら　片栗粉　生姜　ごま油
615

菜種油　鶏肉　しいたけ　人参　ひじき　こんにゃく　笹かまぼこ　鬼かまぼこ　和風だし　上白糖　みりん　しょうゆ　
635 28.7

809

（サワラ　醤油　発酵調味料　食塩　たん白加水分解物　砂糖　かつおエキス　かつお節　ぶどう糖果糖液糖

35.5

昆布エキス　煮干　昆布　醸造酢　酵母エキス　（アレルゲン：小麦　大豆））

菜種油　メンマ（アレルゲン：小麦　大豆）　小松菜　もやし　しょうゆ　食塩　こしょう

(22) 月 ごはん 牛乳

884 33.7

豆腐　なめこ　和風だし　みそ　わかめ　長ねぎ

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。

パイタンスープ（アレルゲン：大豆　鶏肉　豚肉）　いか　えび　ごま　ごま油

（小麦粉　食塩　かんすい　（アレルゲン：小麦））

(1) 月 ごはん 牛乳
いんげん　ごま油

（いわし　馬鈴薯でん粉）　菜種油　しょうが　しょうゆ　みりん　上白糖　

(5)
（えび　たまねぎ　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　水あめ　えびエキス

酵母エキス　香辛料　小麦粉　（アレルゲン：小麦　えび））
798 32.5

ごま油　生姜　にんにく　鶏肉　人参　玉ねぎ　カシューナッツ　砂糖　酒　醤油　中華だし　オイスターソース（アレルゲン：小麦　大豆）　いんげん　片栗粉

33.5
菜種油　鶏肉　にんじん　茎わかめ　大豆　油揚げ　三温糖　しょうゆ

豚肉　にんじん　玉ねぎ　和風だし　しょうゆ　みりん　カレールウ（アレルゲン：小麦）　カレー粉　なると　小松菜　長ねぎ　片栗粉

（小麦粉　食塩　（アレルゲン：小麦））

笹かまぼこ　菜種油　薄力粉　片栗粉　イート茶　いりごま　食塩　

(大豆)

鶏肉　人参　さといも　鶏がらスープ（アレルゲン：鶏肉）　上白糖　しょうゆ　清酒　きりたんぽ　油揚げ　長ねぎ

豚肉　にんじん　玉ねぎ　コンソメ　しょうゆ　白ワイン　食塩　こしょう　じゃがいも

ジョア

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 こんだて名
使　　　　用　　　　材　　　　料　　　　名

栄　養　価

スプーン お　　　か　　　ず主　食 飲み物 スプーン お　　　か　　　ず 主　食 飲み物

2 火
じごな
うどん

牛乳

水(3) ごはん

(4) 木 牛乳

牛乳

ライス
ボール

(8) ごはん月

(9) 火

18 木
メロン
パン

牛乳

(10) 水 ごはん 牛乳

コーヒー

牛乳

(12) 金 ごはん 牛乳

(15) 月 ごはん 牛乳

火16

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 かぜをひきにくくする・おなかの調子を整える

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

２月に入ると立春を迎え、暦のうえでは「春」となります。し

かし、まだまだ寒い日が続きます。外から帰った時や食事の前に

は必ず手洗い・うがいをし、しっかり食事と睡眠をとって体調を

くずさないようにしましょう。

今月の羽生産食材
・米

・宝蔵寺みそ

・にんじん

今月の埼玉県産食材
・キャベツ ・きゅうり

・にんじん ・長ねぎ

今月の特別献立
・ １日（月） 節分

・１２日（金） バレンタイン

・１７日（水） 東中リクエスト

・１９日（金） 愛媛県支援献立

おなかの中

（腸）をきれいに

掃除してくれる食

物せんいがたくさ

ん含まれています。

レシチンは、ビタミンA

の吸収を高める働きがあ

ります。にんじんやかぼ

ちゃと組み合わせて食べ

るといいです。

糖質がエネルギー

になる働きを助け

るビタミンB１を含

んでいます。疲労

回復を早めてくれ

ます。

丈夫な歯や骨を作るのに

欠かせないカルシウム、

血液の素になる鉄分がた

くさん含まれています。

大豆は『畑の肉』といわれ

るほど、肉に負けないくら

いたんぱく質を多く含んで

います。筋肉や強い骨を作

る働きがあります。

大豆は、しょうゆ、みそ、豆腐、納豆などの原料として利用されていて、和

食に欠かせない食材です。生の大豆は独特なにおいや苦みがあるため、食べや

すくするために、さまざまな工夫がされて、多くの加工品ができました。

知っていますか？大豆のパワー!


