
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

とうふとなめこのみそしる はくさいとぶたにくのとろみスープ
641 21.6

★いかのしょうがやき はるまき
★ちくぜんに 831 26.6
（ソフトめん） アスパラとウィンナーのソテー
きつねときのこのごまうどんじる あさりいりかきたまじる
エビフライ ハンバーグてりやきソースかけ
キャベツとコーンのソテー
（すめし） ほうれんそうとウィンナーのいためもの

☆ なのはなのすましじる （ジョア（ストロベリー））
★かつおのごまがらめ あげこうやのそぼろに
ちらしずしのぐ さんまのおかかに
いちごクリームだいふく （いちごのスティックケーキ）

652 26.6
ココアあげパン 817 32.4
マカロニのクリームに 573 24.3

やさいソテー 656 27.8
ヨーグルト
（ジョア（マスカット))
ツナカレー 592 18.1

チキンナゲット（小２中３コ）
774 23.8

パインスライス
とうふとわかめのすましじる
ぶたにくのたれやき

さいのくになっとう
☆ （せきはん　ごましお）

たいのすましじる
からあげ　（２コ）
はくさいのにびたし
はるさめスープ
かにしゅうまい（小２中３コ）
ぶたにくとキムチのいためもの

（はちみつパン）
ミネストローネ
クリスピーチキン
★カラフルサラダ（イタリアンドレッシング）

はくさいなべ

さわらのからみやき 　★ヘルシーごはんのぐ
とうふともやしのみそしる

さけのれもんしょうゆあえ
★ごもくきんぴら
（ちゅうかめん）
とうにゅうタンタンめんじる

しろごまつくねあんかけ（小2中3コ）

キャベツいため
すいとんじる
わふうたれつきにくだんご（２コ）

★アーモンドフィッシュ
（こどもパン）
ブロッコリーのたまごスープ 619 23.0
えびグラタン

758 27.5
フルーツのヨーグルトあえ

※　（　）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。
※　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。

みかん　パインアップル　もも　ヨーグルト（アレルゲン：大豆　乳）　上白糖

なると　はくさい　片栗粉　長ねぎ

（たまねぎ　キャベツ　もやし　人参　たけのこ　大豆油　なたね油　でん粉　小麦　ショートニング　植蛋　醤油　春雨

鶏肉　たまねぎ　コーン　コーンクリーム　コンソメ　しょうゆ　食塩　こしょう　ブロッコリー　片栗粉　液卵

（牛乳　プロセスチーズ　マカロニ　たまねぎ　ベシャメルソース　えび　人参　コーン　マッシュルーム　マーガリン　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））

（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））

豚肉　にんじん　だいこん　和風だし　しょうゆ　すいとん　はくさい　ほうれん草

菜種油　ウィンナー　にんじん　アスパラガス　コーン　スープストック　食塩　こしょう

金 ごはん 牛乳

菜種油　豚肉　にんじん　だいこん　鶏がらスープ　しょうゆ　三温糖　食塩　オイスターソース（アレルゲン：小麦　大豆）

食塩　砂糖　鶏肉　胡椒　酵母エキス（アレルゲン：小麦　大豆　鶏肉））菜種油

　　 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。 

903

牛乳ごはん
　　　

（たまねぎ　蓮根　人参　ごぼう　ねぎ　鶏肉　豚肉　パン粉　でん粉　植蛋　豚脂　醤油　酵母エキス　植物油脂　食塩　香辛料

アミノ酸　カラメル色素　砂糖　清酒　ごま　魚介エキス調味料　パーム油（アレルゲン：小麦　大豆　豚肉　鶏肉　ごま　さば））

（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））

28.7菜種油　にんにく　しょうが　豚肉　にんじん　干ししいたけ　たけのこ　鶏がらスープ　豆乳　上白糖　しょうゆ　みそ　食塩　

ラー油　片栗粉　ほうれん草　長ねぎ

（鶏肉　たまねぎ　パン粉　白ごま　鶏レバー　でん粉　大豆油　豚脂　植蛋　大豆油　砂糖　食塩

香辛料（アレルゲン：小麦　大豆　鶏肉　豚肉　ごま））　和風だし　上白糖　しょうゆ　みりん　でん粉

菜種油　人参　キャベツ　いんげん　中華だし　オイスターソース（アレルゲン：小麦　大豆）　しょうゆ　食塩　こしょう

35.0

37.3

715 25.5

29.0865

にんじん　豆腐　和風だし　みそ　もやし　ほうれん草　一味

（鮭　でん粉（アレルゲン：さけ））菜種油　上白糖　しょうゆ　レモン

菜種油　豚肉　ごぼう　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　ごま

（小麦粉　食塩　かんすい　（アレルゲン：小麦））

693

菜種油　にんにく　豚肉　にんじん　たまねぎ　スープストック　食塩　こしょう　じゃがいも　トマト　大豆　パセリ

（鶏肉　醤油　食塩　にんにく　香辛料　小麦粉　でん粉　糖類　大豆粉　植物油脂　パーム油　（アレルゲン：小麦　大豆　鶏肉））　菜種油

枝豆　キャベツ　にんじん　コーン　食塩　イタリアンドレッシング（アレルゲン：なし）

菜種油　しょうが　豚肉　にんじん　だいこん　酒　和風だし　しょうゆ　食塩　はくさい

（さわら　醤油　砂糖　魚醤　食塩　生姜　酵母エキス　でん粉　コチュジャン　ごま油　にんにく（アレルゲン：小麦　大豆　さけ　ごま））

菜種油　鶏肉　干し椎茸　ごぼう　人参　大豆　ひじき　上白糖　醤油　酒　みりん　凍り豆腐　油揚げ　ちりめんじゃこ　いんげん

824

ごま油　しょうが　にんにく　豚肉　キムチ（アレルゲン：小麦　大豆　りんご）たけのこ　いんげん　にんじん　上白糖
737 27.6

しょうゆ　酒 　和風だし　にら

31.1
（大豆　納豆菌　納豆のたれ（植蛋　醤油　砂糖　昆布エキス　かつお節エキス　醸造酢　食塩　酵母エキス）（アレルゲン：大豆　小麦））

（もち米　うるち米　小豆　（（ごま　塩）　（アレルゲン：ごま）））

にんじん　だいこん　和風だし　食塩　上白糖　たい　酢　酒　ほうれん草　こしょう

（鶏肉　酒　食塩（アレルゲン：鶏肉）　片栗粉　菜種油

菜種油　豚肉　しめじ　はくさい　こまつな　和風だし　三温糖　しょうゆ　みりん　油揚げ

29.3

35.6

22.1

＊　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　１７　回　） 平均栄養価

（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））

せきはん

(8) ごはん
（豚肉　醤油　アミノ酸液　砂糖　リンゴ　発酵調味料　リンゴ酢　ごま油　にんにく　ごま　香辛料　

食塩（アレルゲン：小麦　大豆　豚肉　りんご　ごま））
752

（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））　

675

839

570

667

ごはん 牛乳水(10)

火 牛乳

牛乳

(9)

干ししいたけ　にんじん　鶏がらスープ　中華だし　酒　しょうゆ　食塩　こしょう　もやし　チンゲンサイ　はるさめ　ごま油

（玉ねぎ　魚肉　かに　豚脂　でん粉　砂糖　食塩　ホタテエキス　カニエキス　胡椒　小麦粉（アレルゲン：小麦　豚肉　かに））

（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））

778 34.4

菜種油　鶏肉　干し椎茸　ごぼう　人参　笹かまぼこ　なると　和風だし　上白糖　みりん　醤油　食塩　炒り卵（アレルゲン：卵　大豆）

（小麦粉　上白糖　塩　マーガリン　イースト（アレルゲン：小麦　大豆））菜種油　グラニュー糖　上白糖　ピュアココア

菜種油　鶏肉　にんじん　たまねぎ　マカロニ　牛乳　クリームシチュー（アレルゲン：小麦　乳　大豆　鶏肉　豚肉）

コンソメ　こしょう　スキムミルク　えび　マッシュルーム　ほうれん草

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

パインアップル

（鶏胸肉　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　

香辛料　菜種油　とうもろこし油　アミノ酸等　パプリカ色素　カラメル　（アレルゲン：鶏肉　小麦　大豆　乳））菜種油

干ししいたけ　にんじん　和風だし　食塩　しょうゆ　清酒　豆腐　菜の花　わかめ　長ねぎ

（カツオ　でん粉　（アレルゲン：なし））　菜種油　三温糖　しょうゆ　みりん　ごま

菜種油　ベーコン　にんじん　たまねぎ　キャベツ　コンソメ　食塩　こしょう

（砂糖　果糖練乳　脱脂粉乳　オリゴ糖　全粉乳　クリーム　寒天　香料　（アレルゲン：乳））

969 42.7

ツナ　トマトケチャップ

月

干ししいたけ　にんじん　和風だし　食塩　しょうゆ　酒 　豆腐　ほうれん草　わかめ　えのきたけ　長ねぎ
611 26.9

（植物油脂　水あめ　全粉乳　いちご果汁　乳清たん白　乳製品　卵白　上新粉　砂糖　麦芽糖　でん粉
931 32.4

菜種油　鶏肉　干ししいたけ　にんじん　さといも　しらたき　さつま揚げ　竹輪　和風だし　三温糖　しょうゆ　みりん

（豆乳　砂糖　米粉　いちごピューレ　食物油　調整豆乳粉末　加工でん粉　香料　酸味料（アレルゲン：大豆））

（いちご果汁　脱脂粉乳　砂糖　リン酸カルシウム　香料　安定剤　野菜色素　ビタミンD（アレルゲン：乳））
735 25.8

(22) 月 ごはん 牛乳

にんじん　干ししいたけ　豆腐　和風だし　しょうゆ　食塩　あさり　片栗粉　液卵　菜の花
644 25.8

（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　発酵調味料　食塩　加工油脂

酵母エキス　チキンブイヨン（アレルゲン：大豆　鶏肉　豚肉）)しょうゆ　みりん　上白糖　しょうが　片栗粉
824 32.1

菜種油　ウィンナー　もやし　ほうれん草　食塩　こしょう　しょうゆ

816 34.2

鶏肉　干ししいたけ　人参　和風だし　三温糖　しょうゆ　みりん　ほんしめじ　まいたけ　油揚げ　長ねぎ　ごま　一味

牛乳

菜種油　豚肉　にんじん　たまねぎ　和風だし　三温糖　しょうゆ　みりん　揚げこうや（アレルゲン：小麦　大豆）　じゃがいも　グリンピース　片栗粉

（いか　醤油　砂糖　酒　生姜（アレルゲン：小麦　大豆　いか））

スプーン お　　　か　　　ず

豆腐　なめこ　えのきたけ　和風だし　みそ わかめ
569 29.5

(23) 火 ごはん ジョア

717

飲み物 スプーン お　　　か　　　ず 主　食 飲み物

35.7

（さんま　砂糖　しょうゆ　酒　みりん　しょうが　かつお　（アレルゲン：小麦　大豆））

（バナメイエビ　パン粉　バッターミックス（アレルゲン：小麦　えび））菜種油

菜種油　ウィンナー　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

（小麦粉　食塩　（アレルゲン：小麦））

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

主　食

28.6669
牛乳

ソフト
めん

火2

(19)
(1) 月 ごはん

26.0

30.2806

692 34.8

43.0879

646 28.4

牛乳
こども
パン

木(18)

(17) 水 ごはん 牛乳

牛乳火16
ちゅうか

めん

月(15)

牛乳ごはん金(12)

11 木
はちみつ

パン
牛乳

ジョアごはん金(5)

酸味料（アレルゲン：乳　卵））

すめし 牛乳水(3)

ココア
あげパン

牛乳木4

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

今年度も残すところ、あとひと月になりました。

残りの日々を大切に、お友達や先生方と楽しい給

食時間を過ごしてほしいと思います。さて、３月

は卒業や進級に向けて１年のまとめをする時期で

す。この１年間の食生活を振り返るとともに、自

分自身の健康についても考えてみましょう。

今月の羽生産食材

・米

今月の埼玉産食材

・長ねぎ ・人参

今月の特別献立

・３日（水）ひなまつり献立

・９日（火）卒業おめでとう献立

「ひなまつり」は、女の子の成長や幸せを願う行事で、その季節の花か

ら、「桃の節句」ともいいます。

女の子のいる家では、ひな人形や桃の花を飾り、ひしもち、ひなあられ、

白酒などをお供えしお祝いします。

また、ひな祭りに食べられる行事食の一つに、「潮（うしお）汁」とい

う、ハマグリのお吸い物があります。ハマグリは、２枚貝の中で唯一同じ

貝の殻でないとピッタリ合わない貝です。そのため、「夫婦円満」の象徴

とされ、女の子の幸せな結婚を願って食べられるようになったそうです。

3月3日

毎日を生き生きと過ごすためには、健康な体をつくるこ

とが基本です。給食の時間や授業で学んだことを生かし、

“食べたもので体がつくられていく”ことを意識して、よ

りよい食生活を送ってほしいと思います。


