
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 たんぱく質
（ｇ）

1(火) 麦ご飯 海鮮豆腐 木綿豆腐 ツナ水煮 牛乳 にんじん たけのこ たまねぎ たまねぎ 精白米 三温糖 植物油

豚肉 干しひじき こまつな 長葱 しょうが りょくとうもやし 強化米 でん粉 （ひまわり油）

むきえび りんご にんにく 米粒麦 ごま油

りんご いか

2(水) 麦ご飯 生揚げとキムチの炒め煮 生揚げ 豚肉 牛乳 にんじん たまねぎ りょくとうもやし だいこん 精白米 三温糖 植物油

くきわかめ にら にんにく はくさいキムチ えのきたけ 強化米 でん粉 ごま油

みかん 米粒麦 ごま

みかん

4(金) 二色揚げパン ポークビーンズ ベーコン 大正金時豆 牛乳 にんじん たまねぎ にんにく キャベツ パン きび糖 菜種油

（ココアアーモンド・抹茶） 豚肉 だいず ちりめんじゃこ （こんにゃく） きゅうり じゃがいも 三温糖 アーモンド

じゃこ入り海藻サラダ 海藻 植物油　ごま油

ごま

7(月) 卵とエビのピラフ カレイの和梨ソース むきえび カレイ 脱脂粉乳 にんじん たまねぎ レモン（果汁） にんにく 精白米 でん粉 植物油

鶏卵 白いんげん豆 牛乳 和梨 キャベツ しめじ 強化米 小麦粉 オリーブ油

マカロニスープ 鶏肉 （カレイ） じゃがいも 三温糖

マカロニ

8(火) 麦ご飯 鉄火みそ だいず 牛肉 牛乳 にんじん たまねぎ 長葱 キャベツ 精白米 三温糖 植物油

京桜みそ（赤） 木綿豆腐 干しひじき こまつな （しらたき） えのきたけ りょくとうもやし 強化米 黒砂糖

西京みそ（白） のり 米粒麦 きび糖

磯香あえ

9(水) 麦ご飯 魚（さんま） 豚肉（小間） 牛乳 にんじん だいこん 長葱 りょくとうもやし 精白米 三温糖 植物油

だいず（乾） 米みそ（赤） ほうれんそう （こんにゃく） 強化米 でん粉 菜種油

おひたし 米みそ（白） こまつな 米粒麦 米粉

呉汁

10(木) カレーピラフ いわしのカリカリフライ ウィンナー いか 牛乳 にんじん たまねぎ えのきたけ りょくとうもやし 精白米 三温糖 バター

★ あさり 小いわし こまつな にんにく りんご 強化米 パン粉 菜種油

市内産 わかめ 植物油

野菜献立 りんご ごま油

11(金) けんちんうどん けんちんうどん 鶏肉 油揚げ 牛乳 にんじん ごぼう だいこん 長葱 うどん 里芋 植物油

★ おから（大豆） 鶏卵 わかめ じゃがいも 小麦粉 菜種油

埼玉県 いか 西京みそ（白） きび糖

郷土食 葱ぬた

15(火) 麦ご飯 さいたま野菜と 豚肉 米みそ（白） 牛乳 にんじん カリーノケール キャベツ しょうが 精白米 じゃがいも 植物油

☆彡★ 生姜・挽肉のふりかけ わかめ さやいんげん こねぎ たまねぎ にんにく 強化米 三温糖 ごま油

市内産 肉じゃが こまつな （しらたき） 米粒麦 ごま

野菜献立 和風サラダ 赤ピーマン

16(水) 麦ご飯 鮭の紅葉焼き さけ 油揚げ 牛乳 にんじん　うらごし りょくとうもやし しめじ 長葱 精白米 三温糖 植物油

鶏肉 こまつな キャベツ 強化米 まゆたま団子 マヨネーズ

木綿豆腐 ほうれんそう 米粒麦 里芋

まゆたま汁

17(木) セルフオムハヤシ ターメリックライス 牛肉 鶏卵 牛乳 にんじん にんにく エリンギ ビーツ 精白米 きび糖 バター

★ ハヤシルウ（ビーツ入り） 生クリーム トマト たまねぎ しめじ きゅうり 強化米 植物油

市内産 薄焼きたまご スキムミルク キャベツ 米粒麦 アーモンド

野菜献立 アーモンドサラダ ターメリック

18(金) バターロール ポークとリンゴのトロトロ煮込み 豚肉 鶏卵 牛乳 にんじん たまねぎ エリンギ カリフローレ バターロール でん粉 植物油

★ 埼玉野菜のミルファンティ パルメザンチーズ こまつな しょうが コールラビ キャベツ はちみつ マヨネーズ

市内産 花野菜と柿のサラダ ブロッコリー にんにく かき

野菜献立 （市内カリフローレ使用） りんご

21(月) ピタパン ひよこ豆を使った 牛肉 ひよこ豆 牛乳 にんじん たまねぎ セロリ しょうが ピタパン じゃがいも オリーブ油

◎カタール ジャファーの真っ赤なスープ 生クリーム パセリ ドライフルーツ 小麦粉 グラニュー糖 菜種油

アラビア料理 サンブーサ トマト アーモンド

（図書コラボ） アラビア風パンナコッタ

22(火) 親子丼 鶏卵 牛乳 にんじん たまねぎ たけのこ グリンピース 精白米 三温糖 植物油

鶏肉 かえり煮干し かぶ きゅうり キャベツ 強化米 でん粉 アーモンド

ゆかり（粉） 米粒麦 はちみつ 菜種油

さつまいも はちみつ

24(木) 吹き寄せご飯 二色天ぷら 鶏肉 笹かまぼこ 牛乳 こまつな ごぼう えのきたけ みかん 精白米 さつまいも ぎんなん

★ （笹かまぼこ・さつまいも） 油揚げ 鶏卵 わかめ お茶（葉） しめじ 長葱 強化米 でん粉 植物油

旬の献立 かきたま汁 もち米 菜種油

和食の日 みかん

25(金) ミートスパゲッティ 豚肉 鶏卵 牛乳 にんじん にんにく（おろし） えのきたけ しめじ スパゲッティ 上白糖 オリーブ油

１・３年 牛肉 パルメザンチーズ パセリ たまねぎ にんにく エリンギ 小麦粉 三温糖 バター

給食無し ヨーグルト 赤ピーマン レモン（果汁） ゆず（皮） キャベツ はちみつ

☆彡 スキムミルク バナナ

28(月) かて飯 さばの塩麹焼き 油揚げ さば 牛乳 にんじん 干ししいたけ たけのこ 干しずいき 精白米 三温糖 植物油

★ 鶏肉 木綿豆腐 こまつな （こんにゃく） ごぼう だいこん 米粒麦

埼玉県 米みそ（白） 長葱 みかん 強化米

郷土食 みかん 米みそ（赤）

29(火) ピリ辛ねぎラーメン 豚肉 牛乳　スキムミルク にんじん しょうが キャベツ 長葱 中華麺 小麦粉 植物油

わかめ にら にんにく りょくとうもやし （こんにゃく） でん粉 オリーブ油

☆彡 ヨロ研紅色 プロセスチーズ カーボロネロ ビーツ きゅうり たまねぎ

薬膳カレー饅頭

30(水) わかめじゃこごはん 鶏肉 米みそ（白） 牛乳 にんじん だいこん ごぼう 長葱 精白米 ほうとう（冷） 植物油

★ 油揚げ 米みそ（赤） わかめ こまつな しめじ （しらたき） りんご 強化米 じゃがいも ごま

埼玉県 五目金平 ちりめんじゃこ さやえんどう はくさい れんこん きび糖

郷土食 りんご

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

１１月回数 18回 19回 18回 811 31.5

累計 118回 122回 120回 kｃａｌ ｇ

33.4

26.2

764

31.4

836

34.8

794

760

30.8

30.4

37.8

26.8

741

794

令和4年

お か ず主食 牛乳
日(曜)

献立名 主な食品

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

さいたま市立浦和中学校

33.6

891

27.6

814

魚・肉・卵・豆 穀類・いも・砂糖
４群

その他の野菜・果物

853

５群１群

794

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 ４００ｇ ７００ｇ

（レーズン　パパイヤ　りんご

あんず　マンゴー　パイン　サルタナレーズン）

（☆彡　カレーは香辛料を調合して本格的に作ります。カルダモン・クミン・コリアンダー・ターメリック・レッドペッパー・黒こしょう）

３００ｇ ４００ｇ ６５０ｇ

ひじきのピリ辛サラダ

茎わかめチョナムル

肉豆腐

さんまのおろしソース

小松菜とわかめのサラダ

（★　香辛料をたくさん使います。パプリカ・カルダモン・クミン・ディル・シナモン・バラ）

33.2

872

25.7

735

33.4

851

30.3

33.2

788

835

29.5

34.8

839

30.0

859

34.4

790

809

煮ぼうとう

ゆかりあえ

きのこのマリネ

バナナとゆずのマフィン

みそけんちん汁

中華サラダ

ゼリーフライ

信田あえ

芋と小魚アーモンドの唐揚げ

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。）

★ 今月は「彩の国ふるさと学校給食月間」です。埼玉県の郷土料理・市内産の特産物を使用した献立が取り入れてあります。今月から１月にかけての「米」は、さ

いたま市内で生産されているものを使用します。1年を通して埼玉県産米も使用していますが、この時期ならではの「新米」を味わってみてください。

☆彡「日本薬科大学連携プロジェクト」から提案されたメニューを、給食用に少しアレンジを加えて実施します。市のSTEMS教育の一環で、さいたま市内

の中高生徒と日本薬科大学の学生がコラボレージョンして漢方の知見を活かして、さいたま市内の生産者や食品企業と協力して食品や食事メニューを開発す

るプロジェクトです。本校からも中高生が参加して、市内のプロスポーツ選手のための食事（おやつ）メニューを考案してものです。

◎ サッカーワールドカップが初めての中東開催になります。開催国の「カタール料理」を実施します。お楽しみに！（図書館夢の国のレシピもアレンジで登場）


