
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(木) 麦ご飯 豆腐 米みそ（赤） 牛乳 にんじん しょうが たまねぎ たけのこ 精白米 三温糖 ひまわり油 780

豚肉 わかめ にら にんにく 干ししいたけ りょくとうもやし 強化米 でん粉 ごま油

春雨サラダ こまつな ながねぎ りんご 米粒麦 はるさめ ごま 30.4

りんご

2(金) ツイストドーナツ 豚肉 まぐろ水煮 牛乳 にんじん たまねぎ キャベツ セロリー パン グラニュー糖 菜種油 785

☆ 干しひじき ブロッコリー だいこん マッシュルーム 三温糖 じゃがいも ひまわり油

24.5

5(月) 中華炊き込みごはん 揚げ餃子 むきえび 焼き豚 牛乳 にんじん たけのこ 干ししいたけ はくさい 精白米 三温糖 ごま油

鶏肉 豚肉 こまつな ながねぎ たまねぎ キャベツ 強化米 ワンタン ひまわり油

豆乳 きな粉 しょうが もち米 小麦粉 菜種油

黒蜜豆乳杏仁 黒蜜

6(火) 麦ご飯 鉄火みそ だいず 豆腐 牛乳 にんじん （しらたき） ながねぎ はくさい 精白米 きび糖 ひまわり油

西京みそ（白） 鶏肉 こまつな りょくとうもやし キャベツ えのきたけ 強化米 三温糖

京桜みそ（赤） キャベツ 米粒麦 黒砂糖

辛子あえ

7(水) くわいのピザパン ウインナー ベーコン 牛乳 青・赤ピーマン くわい たまねぎ キャベツ 強力粉 三温糖 オリーブ油

☆ （手作りパン） 白いんげん豆 ゴーダチーズ にんじん にんにく きゅうり ホールコーン ひまわり油

ツナサラダ まぐろ油漬け ヨーグルト トマト キャベツ

ヨーグルト （ピザソース）

8(木) ごぼう入りドライカレー 豚肉 大豆 牛乳 にんじん にんにく ごぼう たまねぎ 精白米 小麦粉 バター

ししゃも トマト しょうが グリンピース みかん（缶） 強化米 砂糖 ひまわり油

ぶどうゼリー こんにゃくレモンゼリー パイン（缶） 米粒麦 パン粉 菜種油

みかんゼリー レモン（果汁） もも（缶）

9(金) 豆腐ラーメン 豆腐ラーメン 豆腐 なると 牛乳 にんじん ながねぎ 干ししいたけ キャベツ 中華麺 三温糖 ごま油

大豆とナッツ入り 豚肉 ほうれんそう しょうが たけのこ にんにく さつまいも でん粉 アーモンド

キャラメルポテト こまつな きび糖 菜種油

青菜のナムル チンゲンサイ バター　ごま

12(月) 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

２年就学旅行 きのこのマリネ 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

☆彡 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

ゆずとバナナのマフィン スキムミルク トマト バナナ

13(火) 麦ご飯 鶏卵 油揚げ 牛乳 こまつな たまねぎ キャベツ きゅうり 精白米 パン粉（乾） ひまわり油

２年就学旅行 米みそ（白） スキムミルク 赤ピーマン ホールコーン はくさい ながねぎ 強化米 小麦粉 菜種油

試食会 マカロニサラダ カットわかめ 米粒麦 マカロニ

☆ みそ汁 三温糖

14(水) 麦ご飯 さんまの生姜煮 豆腐 鶏卵 牛乳 こまつな ながねぎ キャベツ えのきたけ 精白米 三温糖 ひまわり油

２年就学旅行 磯香あえ 昆布 にんじん しょうが りょくとうもやし りんご 強化米 でん粉

試食会 かきたま汁 のり 米粒麦

りんご わかめ

15(木) くわいご飯 鶏肉 油揚げ 牛乳 にんじん くわい グリンピース だいこん 精白米 三温糖 菜種油

★ きびなご 干ししいたけ ながねぎ はくさい 強化米 南部せんべい ひまわり油

さいたま市 せんべい汁 みかん 清酒 小麦粉

青森県郷土食 みかん でん粉

16(金) 麦ご飯 鯖の幽庵焼き 魚（鯖） 豚肉 牛乳 にんじん （こんにゃく） ながねぎ りょくとうもやし 精白米 さといも ひまわり油

豆腐 米みそ（赤） こまつな だいこん ゆず 強化米 三温糖

米みそ（白） 米粒麦

おひたし

19(月) 生揚げ根菜のカレー 豚肉 鶏肉ささ身 牛乳 にんじん たまねぎ だいこん セロリー 精白米 さつまいも ひまわり油

（麦ご飯） 豚レバー ソーセージ トマト にんにく れんこん ごぼう 強化米 上白糖 ごま　マヨネーズ　

☆ 生揚げ 鶏卵 こまつな しょうが はくさい ゆず 米粒麦 小麦粉 オリーブ油

京桜みそ（赤） パン粉 菜種油

20(火) 麦ご飯 ぶりの照り焼き 魚（ぶり） 牛肉 牛乳 にんじん ごぼう だいこん しょうが 精白米 三温糖 ひまわり油

旨塩キャベツ のり 板こんにゃく はくさい ながねぎ 強化米 さといも ごま油

〇 芋煮 キャベツ にんにく（おろし） きゅうり 米粒麦

山形県 セレクトデザート

郷土食 埼玉県産ブルーベリークレープ

☆ 狭山和紅茶アップルパイ

21(水) デニッシュペストリー かぼちゃポタージュ ベーコン 白花豆 牛乳 かぼちゃ たまねぎ きゅうり デニッシュパン 小麦粉 バター

鶏肉のコーンフレーク焼き 鶏肉 生クリーム にんじん コーンフレーク パン粉 ひまわり油

クリスマスサラダ ヨーグルト　チーズ 赤・黄パプリカ マヨネーズ

給食回数 学年別ケーキ パルメザンチーズ ブロッコリー

調整デザート １・２年ロールケーキ

☆ ３年チョコケーキ

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

１２月回数 15回 12回 15回 833 31.4

累計 133回 134回 135回 kｃａｌ ｇ

（狭山和紅茶パウダーを具に使用　小麦粉　ショートニング　りんご　砂糖　水あめ　揚げ油が主材料）

（乳クリーム　卵　砂糖　小麦粉　ショートニング　水あめが主材料）

（ホイップクリーム　卵　砂糖　小麦粉　チョコレート　ココア　ショートニング　水あめが主材料）

豚汁

マヨたまロール

鶏肉と白菜のゆずサラダ

（ブルーベリークレープかアップルパイか選びます）

（県産ブルーベリー使用　乳製品　小麦粉　鶏卵　砂糖　マーガリン　水あめ　ゼラチンが主材料）

ミネストローネ

ししゃもバジルフライ

フルーツミックス

野菜入りメンチカツ

きびなごサクサク揚げ

麻婆豆腐

ポトフ

ひじきとブロッコリーのサラダ

ワンタンスープ

かしわのひきずり

献立名
おもに体をつくる食品 おもに体の調子を整える食品 おもにエネルギーのもとになる食品

栄養価

令和4年

お か ず主食 牛乳

日(曜)

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

33.4

862

27.9

912

魚・肉・卵・豆

769

30.0

855

36.6

５群１群

34.2

32.2

762

891

33.2

穀類・いも・砂糖
４群

その他の野菜・果物

870

34.6

31.4

31.3

919

786

26.7

782

33.0

812

835

31.9

870

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

３００ｇ ４００ｇ ６５０ｇ

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。）

☆１２月の献立は「楽しく」なるようにと考えたメニューがありますので献立表を見て、わくわくと出来たらうれしく思っています。

☆２日（金） ツイストパンを揚げてシナモンとグラニュー糖をまぶします。

☆７日（水） 市内産のくわいをのせた手作りのパンです。朝から粉をこねて発酵させて焼きます。

☆13日（火） メンチカツ（野菜が入っています）を作ります。

☆19日（月） 生揚げと根菜のカレーは隠し味で味噌が入っています。卵をソーセージで巻いてマヨネーズ味のロールカツです。

☆20日（火）・２１日（水）クリスマスメニューは、和食と洋食にしました。デザートもお楽しみに！！

☆彡１１月２５日（金）にもありましたが、１・３年生が行事で食べることが出来なかったのでもう一度「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。本校からも３年生が２名と高校生１名が参加して、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。１１月１５日（火）には、テレビ埼玉のニュースでも取上げられました。


