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栄養価

２群 ３群 ６群 エネルギー
（kcal）

牛乳・小魚・海藻 緑黄色野菜 油脂類・種実 たんぱく質
（ｇ）

1(木) 麦ご飯 生揚げ 京桜みそ（赤） にんじん なす 長葱 キャベツ 精白米 三温糖 植物油

豚肉 にら たまねぎ しょうが たけのこ 強化米 でん粉 （ひまわり油）

春雨サラダ きゅうり 梨 りょくとうもやし 米粒麦 緑豆はるさめ ごま油

梨

2(金) 麦ご飯 鶏肉 牛乳 にんじん しょうが はくさいキムチ たまねぎ 精白米 三温糖 植物油

プロセスチーズ にら にんにく 長葱 キャベツ 強化米 トック すりごま

茎わかめのチョナムル くきわかめ だいこん えのきたけ 長葱 米粒麦 でん粉 ごま油

6(火) カリカリ梅と枝豆のご飯 鶏肉 木綿豆腐 にんじん 紀州刻み梅 しょうが とうがん 精白米 でん粉 いりごま（白）

鶏の唐揚げ　２個 オクラ えだまめ にんにく 干ししいたけ 強化米 米粉 植物油

冬瓜とオクラのスープ 米粒麦 そうめん 菜種油

7(水) 麦ご飯 ジャコピー 鶏卵 鶏肉 ちりめんじゃこ 青ピーマン たまねぎ 長葱 （こんにゃく） 精白米 三温糖 植物油

千草焼き 木綿豆腐 のり ほうれんそう ごぼう だいこん 強化米 じゃがいも ごま油

けんちん汁 牛乳 にんじん 米粒麦 こんにゃく いりごま（白）

こまつな

8(木) ジャンバラヤ むきえび 鶏肉 にんじん たまねぎ マッシュルーム レモン（果汁） 精白米 米粉 バター

青ピーマン キャベツ セロリー ぶどう（巨峰） 強化米 でん粉 菜種油

チキンヌードルスープ さけ トマト たまねぎ 三温糖 スパゲッティ 植物油

巨峰２個 パセリ

9(金) かきまぜ寿司 大正金時豆 油揚げ しらす干し さやいんげん ゆず（果汁） たけのこ だいこん 精白米 三温糖 いりごま（白）

鶏卵 真鯛 牛乳 こねぎ 干ししいたけ にんじん しめじ 強化米 きび糖

はんぺんときのこのすまし汁 木綿豆腐 はんぺん わかめ 米粒麦 上新粉

月見団子 なると 小豆（こしあん）

12(月) 麦ご飯 さんま 鶏肉 にんじん だいこん 長葱 りょくとうもやし 精白米 米粉 植物油

こまつな 菊花（食用） 強化米 でん粉 菜種油

月見団子汁 ほうれんそう 米粒麦 三温糖

菊花あえ 白玉もち さといも

13(火) 地粉うどん 鶏肉 油揚げ わかめ にんじん しめじ 長葱 りょくとうもやし 地粉うどん 三温糖 バター

（五目汁） なると 鶏卵 牛乳 こまつな キャベツ いりごま（黒）

さつまいも蒸しパン さつまいも 黒砂糖

からしあえ

14(水) 麦ご飯 ひよこ豆 豚肉 にんじん にんにく たまねぎ 干ししいたけ 精白米 じゃがいも 植物油

米みそ（赤） 大豆ミート しょうが たけのこ 長葱 強化米 三温糖 ごま油

ピリ辛きゅうり グリンピース きゅうり りんご 米粒麦 でん粉 いりごま（白）

りんご

15(木) 卵丼 卵丼 鶏卵 なると にんじん たまねぎ グリンピース かぶ 精白米 三温糖 植物油

（麦ご飯） 大豆と小魚のから揚げ 鶏肉 だいず きゅうり キャベツ 強化米 でん粉 アーモンド

ゆかりあえ かえり煮干し ゆかり 米粒麦 菜種油

16(金) バジルと小魚のトースト ベーコン 白花豆 しらす干し　脱脂粉乳 バジル にんにく たまねぎ エリンギ 食パン じゃがいも オリーブ油

あさり 豆乳 ちりめんじゃこ トマト だいこん きゅうり 小麦粉 三温糖 バター

ひじきのマリネ パルメザンチーズ にんじん 植物油

牛乳　　ひじき

20(火) 麦ご飯 木綿豆腐 高野豆腐 にんじん しょうが しめじ たけのこ 精白米 三温糖 植物油

鶏肉 こまつな えのきたけ たまねぎ 干ししいたけ 強化米 でん粉 ごま油

ごまあえ キャベツ りんご 米粒麦 すりごま（白）

りんご

21(水) 大豆入りひじきご飯 鶏肉 油揚げ 牛乳　ヨーグルト にんじん りんご（果汁） たまねぎ しめじ 精白米 三温糖 植物油

木綿豆腐 だいず ひじき 長葱 強化米 じゃがいも アーモンド

果物・野菜 小魚アーモンド松葉芋 米みそ（赤） わかめ さつまいも はちみつ 菜種油

ジュース ヨーグルト かえり煮干し 砂糖

22(木) 麦ご飯 鶏肉 木綿豆腐 牛乳 かぼちゃ 蜜柑ジュース だいこん （こんにゃく） 精白米 三温糖 植物油

米みそ（白） 昆布 にんじん ゆず（果汁） 長葱 きゅうり 強化米 でん粉・米粉 菜種油

さつま汁 しょうが ごぼう 米粒麦 こんにゃく

昆布ときゅうりの浅漬け 上白糖 さつまいも

26(月) 秋の香りごはん 油揚げ 木綿豆腐 にんじん しめじ 根深ねぎ （こんにゃく） 精白米 さつまいも むき栗

米みそ（白） 京桜みそ（赤） ごぼう えのきたけ 生しいたけ 強化米 三温糖 菜種油

こしね汁 八丁みそ だいこん なす みかん もち米 こんにゃく 植物油

みかん いりごま（白）

27(火) 大豆ミートとほたてのカレー 大豆ミートとほたてのカレー ほたてがい 大豆ミート 牛乳 にんじん しょうが たまねぎ キャベツ 精白米 じゃがいも 植物油

（麦ご飯） コーンサラダ 鶏卵 生クリーム プロセスチーズ トマト にんにく ホールコーン きゅうり 強化米 小麦粉 バター

かぼちゃ 米粒麦 三温糖

南瓜プリン 上白糖 カラメル

28(水) 二色揚げパン うぐいすきな粉 豚肉 脱脂粉乳 かぶ（葉） たまねぎ かぶ（根） キャベツ こどもパン 砂糖 菜種油
（うぐいすきな粉・ごま） ポトフ ウィンナー 牛乳 にんじん きゅうり キャベツ セロリー グラニュー糖 きび糖 すりごま（白）

じゃがいも 植物油

アーモンドサラダ アーモンド

29(木) 麦ご飯 まんだい(魚） 木綿豆腐 にんじん たまねぎ グリーンピース 長葱 精白米 でん粉 植物油

鶏卵 にんにく ホールコーン マッシュルーム 強化米 きび糖 菜種油

海藻 しょうが きゅうり キャベツ 米粒麦 三温糖 ごま油

いりごま（白）

30(金) 中華麺 豚肉 豆乳 にんじん にんにく 干ししいたけ 長葱 中華麺 でん粉 ねりごま

（豆乳坦々麺） 米みそ（赤） こまつな しょうが たけのこ きゅうり 三温糖 さつまいも ごま油

甘ーい焼き芋 わかめ ホールコーン いりごま（白）

小松菜とわかめのサラダ

４００ｇ １００ｇ ２５ｇ 男子

４００ｇ １００ｇ ２０ｇ 女子
１学年 ２学年 ３学年 エネルギー たんぱく質

９月回数 19回 19回 19回 804 30.3

累計 82回 85回 84回 kｃａｌ ｇ

１日に必要な食品群別摂取量のめやす（上段男子・下段女子）

３３０ｇ

３００ｇ

４００ｇ

４００ｇ

７００ｇ

６５０ｇ

五目汁

745

31.8

867

37.1

850

34.5

25.3

920

894

23.3

32.1

774

32.9

787

牛乳じゃがマーボー

36.1

831

32.7

736

36.6

819

ホットケーキミックス粉

日(曜)

       献立名 主な食品（６つの食品群をすべてとれるようにしましょう）

平均
栄養量

・献立は都合により変更になることがありますので、ご了承ください。

・料理の作り方や、食材料の産地、加工食品の食材料等を知りたい方は,  栄養教諭までお問い合わせください

生揚げと茄子の味噌炒め

秋サケのレモンソース

鶏肉のチーズタッカルビ

28.0

５群１群

844

28.9

さいたま市立浦和中学校

31.6

794

20.9

742

魚・肉・卵・豆 穀類・いも・砂糖
４群

その他の野菜・きのこ・果物

815

28.2

830

707

30.0

717

33.8

27.2

牛乳

牛乳

牛乳
レバー入りフランクフルト

25.6

821

776

令和4年

お か ず主食 牛乳

牛乳豆乳坦々麺

鶏肉のなんきん柚子ソース

豆腐と茄子の田楽 牛乳

魚と豆腐、卵のチリソース

海藻サラダ

牛乳

牛乳

豆乳クラムチャウダー

豆腐のそぼろ煮 牛乳

みそ汁

鯛の照焼き

秋刀魚の蒲焼き 牛乳

〈今月から献立表を変更いたしました〉→ 毎日の給食を６つの基礎食品群に分けていますので、毎日の食生活のめやすにしてください。

1年生の家庭科で「バランスよく１日の献立を考える」「浦和中の給食献立を考える」授業をしました。日本人の食事摂取基準の成長期の中学生が食べる量として、１日のエネルギーが２４

００kcal、たんぱく質や脂質はエネルギーのそれぞれ１５％、２５％など、やや専門的な数字も教科書で学びます。しかし、１日または１回の食事でこの数字を満たすことはなかなか難し

いものです。

そこで、普段の１日の食生活の中で、バランスよくどの食品をどの位の量を食べるかがそのポイントとなります。次の３点ができると理想的な栄養量に近づきます。

① 主食＋主菜＋副菜＋汁物＋乳製品・果物を組み合わせて献立（料理）を作る。これは夏休みの宿題でもありましたが、

毎食ではなくててもいいので必ず１回は組み合わせます。

② １回の食事内容で、献立表にもあるように「６つの食品群」を全て含んでいる。特に海藻や大豆製品、緑黄色野菜に配慮します。

③ 朝ごはんをしっかりと食べることで、給食と夕食で無理なく１日に必要な食品群別摂取量のめやすを充足しやすくなります。

★ 浦和中の生徒の身体測定から、全国の体格から比較してやや「痩せ」傾向です。主食をしっかり食べてください。 教科書にある６つの基礎食品群→

給食の栄養量）は男女平均です。浦和中は男女別で配膳をし

ていますので、ごはんの量を変えています。おかずの量はほ

ぼ同じです。（特に副菜は同量です。）


