
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(水) フィシュバーガー フィッシュフライ タラフライ ウインナー 牛乳 にんじん たまねぎ ホールコーン キャベツ セサミバーンズ パン粉 ごま

（野菜サラダ） （スケソウタラ） ベーコン はくさい セロリー きゅうり じゃがいも でん粉 菜種油

じゃが芋のスープ煮 バナナ きび糖

バナナ

2(木) 麦ご飯 鰯の蒲焼 まいわし だいず 牛乳 にんじん （こんにゃく） だいこん 長葱 精白米 でん粉 菜種油

呉汁 豚肉 こまつな りょくとうもやし 強化米 米粉

★行事食 おひたし 米みそ（赤） 米粒麦 三温糖

米みそ（白）

3(金) 麦ご飯 鉄強化のり佃煮 豚肉 だいず のり にんじん たまねぎ にんにく しょうが 精白米 じゃがいも 菜種油

鬼のピリ辛肉じゃが きな粉 牛乳 さやいんげん 長葱 強化米 三温糖

★行事食 きな粉大豆 米粒麦 黒砂糖

6(月) 麦ご飯 豚肉 米みそ（赤） 牛乳 にんじん だいこん しょうが にんにく 精白米 三温糖 菜種油

こまつな 長葱 たけのこ 干ししいたけ 強化米 でん粉 ごま油

たまねぎ キャベツ グリンピース 米粒麦 緑豆はるさめ ごま
りょくとうもやし

7(火) ひじきごはん ザンギ 鶏肉 油揚げ 牛乳 にんじん にんにく だいこん 長葱 精白米 三温糖 菜種油

鮭 だいず 干しひじき はくさい ごぼう 強化米 でん粉 ごま油

★郷土食 石狩汁 鶏卵 じゃがいも 米粉 バター

米みそ（白）

8(水) キム玉うどん 豚肉 鶏卵 牛乳 にんじん だいこん キムチ しめじ 地粉うどん でん粉 バター

小松菜の煮びたし 米みそ（白） 油揚げ くきわかめ こまつな はくさい こまつな えのきたけ 小麦粉 グラニュー糖

生クリーム キャベツ 長葱 チョコレート

ブラウニー

9(木) 冬野菜と鯖のカレー サバ水煮（缶） 牛乳 にんじん にんにく しょうが たまねぎ 精白米 さといも 菜種油

スキムミルク トマト　パセリ だいこん れんこん 強化米 小麦粉

生クリーム ブロッコリー 米粒麦 でん粉

わかさぎ 赤ピーマン 三温糖

10(金) セサミトースト クラムチャウダー ベーコン 白花豆 牛乳 にんじん たまねぎ マッシュルーム きゅうり 食パン グラニュー糖 バター

あさり パセリ ホールコーン クリームコーン キャベツ じゃがいも 小麦粉 ごま

※３年給食無 マカロニサラダ 三温糖 菜種油

海外FW

13(月) 麦ご飯 豆腐ナゲット 豆腐 鶏卵 牛乳 にんじん 長葱 にんにく しょうが 精白米 でん粉 菜種油
きゅうりとたくあんのじゃこあえ 鶏肉 干しひじき こまつな たまねぎ はくさい たくあん 強化米 ごま油

※３年給食無 白菜とあさりのスープ あさり ちりめんじゃこ きゅうり 米粒麦 ごま

海外FW

14(火) 白菜のクリームスパゲッティ むきえび 鶏卵 牛乳 にんじん ホールコーン マッシュルーム きゅうり スパゲッティ 小麦粉 オリーブ油

★行事食 プロセスチーズ こまつな はくさい たまねぎ バナナ 三温糖 ホットケーキミックス粉 植物油　バター

※３年給食無 生クリーム 上白糖 チョコレート アーモンド

海外FW 海藻 ココア

15(水) 焼きカレーパン 豚肉 ベーコン 牛乳 にんじん たまねぎ キャベツ クリームコーン パン 小麦粉 菜種油

白いんげん豆 パセリ パン粉 じゃがいも オリーブ油

※３年給食無 ほうれんそう バター

海外FW

16(木) チャーハン エビチリ春巻き２本 豚肉 鶏肉 牛乳 にんじん たまねぎ 長葱 しょうが 精白米 ビーフン ごま油

むきえび スキムミルク にら はくさい キャベツ たけのこ 強化米 緑豆はるさめ 菜種油

※３年給食無 フォー たまねぎ 小麦粉 でん粉

海外FW はるまき皮

17(金) 麦ご飯 手作りチーズコロッケ 豚肉 鶏卵 牛乳 にんじん たまねぎ 干ししいたけ だいこん 精白米 じゃがいも 菜種油

豆腐 プロセスチーズ こまつな きゅうり キャベツ 強化米 三温糖

※３年給食無 わかめ 米粒麦 小麦粉

海外FW代休 塩昆布あえ こんぶ パン粉 でん粉

20(月) 麦ご飯 豆腐ハンバーグ 豆腐 鶏卵 牛乳 にんじん たまねぎ たまねぎ 長葱 精白米 パン粉 菜種油

きのこソース 豚肉 油揚げ 干しひじき こまつな 生しいたけ えのきたけ りょくとうもやし 強化米 三温糖 ごま

※３年給食無 みそ汁 米みそ（白） わかめ 米粒麦 でん粉 バター

海外FW代休 さつまいもの煮もの さつまいも

21(火) 麦ご飯 じゃが芋の肉みそかけ 凍り豆腐 豚肉 牛乳 にんじん たまねぎ グリンピース キャベツ 精白米 三温糖 菜種油

大豆ミート 京桜みそ（赤） 干しひじき こまつな しめじ いよかん りょくとうもやし 強化米

のり 米粒麦

いよかん

24(金) 二色揚げパン だいず ボンレスハム 牛乳 にんじん にんにく たまねぎ きゅうり パン じゃがいも 菜種油

（抹茶・ごま） 豚肉 干しひじき さやいんげん キャベツ きび糖 三温糖 ごま

トマト

27(月) 卵丼 芋とお豆の 鶏卵 ひよこ豆 牛乳 にんじん たまねぎ たけのこ キャベツ 精白米 三温糖 菜種油

カレー風味揚げ 鶏肉 かえり煮干し こまつな グリンピース ホールコーン 強化米 でん粉 ごま

小松菜とわかめのサラダ わかめ 米粒麦 じゃがいも ごま油

きび糖

28(火) 九州ラーメン 九州ラーメン 豚肉 なると 牛乳 にんじん しょうが たけのこ りょくとうもやし 中華麺 さつまいも 菜種油

あずき こまつな にんにく りょくとうもやし キャベツ 白玉粉 小麦粉 ごま

★郷土食 長葱 三温糖 ごま油

ナムル

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

２月回数 18回 18回 11回 815 30.1
累計 164回 165回 159回 kｃａｌ ｇ

３００ｇ ４００ｇ ６５０ｇ

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

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

献立名
主な食品

栄養価

お か ず主食 牛乳

30.4

775

26.9

807

魚・肉・卵・豆

海藻サラダ

792

789

26.2

710

32.0

26.8

令和5年

さいたま市立浦和中学校

日(曜)

穀類・いも・砂糖
４群

その他の野菜・果物
１群 ５群

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

29.5

32.2

29.8

852

36.8

771

771

30.0

821

26.8

769

29.5

827

32.0

ポークビーンズ

ひじきのマリネ

いきなりだんご

大根麻婆

春雨サラダ

冬野菜と鯖のカレー

わかさぎのマリネ

777

929

32.1

ナッツ入りチョコ
チップバナナケーキ

白いんげん豆のスープ

コーンポテト

862

28.2

832

かきたま汁

磯香あえ

29.8

840

30.9

32.3

835

908

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。）

令和５年１月２４日（火）から学校給食週間でした。1月の給食だよりにも書きましたが、給食をとおして「食」についていろいろと考える機会となればと思います。食は健康だけではなく広く社会をみることもできます。今世界では戦争

や地球の温暖化、人口増加など「食」は危機に直面しているとも言われます。あなたらどうしますか？解決策はある？私たち人間や動物は地球という限られた環境の中で食べ物を食べて生きてきました。もちろんこれからも、この地球

で健全に持続可能な社会の中で生活をしていかなければなりません。世界にはどのような食に関する問題があるか、考えてみましょう。以下の４つ問題はわかりましたか（給食週間中に給食委員会から掲示されましたね）

Q１ 現在の給食費はいくらか？（ヒント 原油の値上げ、円高、ウクライナ・ロシアの戦争での小麦粉の不足） ① ３１７円 ② ３３２円 ③３３５円 ④３５０円

Q２ 世界では食料不足で栄養不足に陥って（おちいって）いる人口は、世界総人口の何人に一人か？ ① およそ６人に一人 ②およそ８人に一人 ③およそ９人に一人 ④およそ１２人に一人

Q３ 世界で１日に捨てられている食料の重さは？（FAO ２０１１年） ① ３億トン ② ５億トン ③ １０億トン ④１３億トン

Q4 では日本人一人当たりの１年間の食品ロスは何キロでしょう？ ① １５ｋｇ ② ３０kg ④ ４８kg ④ ６０kg


