
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) 麦ご飯 生揚げ 鶏肉 牛乳 にんじん だいこん （こんにゃく） キャベツ 精白米 三温糖 菜種油

米みそ（赤） わかめ こまつな ごぼう にんにく きゅうり 強化米 さといも ごま

チョレギサラダ 米みそ（白） のり 赤ピーマン りんご 米粒麦 ごま油

りんご

2(木) 麦ご飯 チキンチキンごぼうれんこん 鶏肉 木綿豆腐 牛乳 にんじん ごぼう はくさいキムチ しめじ 精白米 三温糖 菜種油

豚肉（小間） にら れんこん りょくとうもやし えのきたけ 強化米 でん粉 ごま油

あさり ミニトマト 長葱 にんにく だいこん 米粒麦 米粉

ミニトマト しょうが

3(金) ひな寿司 鰆竜田揚げ むきえび 錦糸卵（鶏卵） 牛乳 にんじん かんぴょう れんこん たけのこ 精白米 米粉　　麩 菜種油

★行事食 すまし汁 木綿豆腐 さわら わかめ さやえんどう 干ししいたけ しょうが 強化米 でん粉
学年別特別 ２年生三色団子 小豆 なばな 米粒麦 上新粉

献立 １・３年さくら餅 （よもぎ） 三温糖 餅粉　砂糖

6(月) 麦ご飯 鶏卵 豚肉 牛乳 にんじん たまねぎ 長葱 しめじ 精白米 でん粉 菜種油

木綿豆腐 わかめ 青ピーマン キャベツ にんにく いちご 強化米 緑豆はるさめ ごま油

春雨サラダ 脱脂粉乳 こまつな しょうが 米粒麦 ごま

いちご 三温糖

7(火) 麦ご飯 松風焼き 木綿豆腐 鶏卵 牛乳 ほうれんそう しょうが たまねぎ りょくとうもやし 精白米 パン粉 菜種油

磯香あえ 鶏肉 京桜みそ（赤） のり しめじ 長葱 キャベツ 強化米 じゃがいも ごま油

豚肉 油揚げ 米粒麦 ごま

米みそ（赤） 米みそ（白） 三温糖

8(水) 揚げパン 木綿豆腐 鶏肉 牛乳 抹茶 たまねぎ だいこん きゅうり パン グラニュー糖 菜種油
（ココアアーモンド・抹茶ミルク） ほたて貝柱 脱脂粉乳 にんじん キャベツ でん粉 三温糖 アーモンド

ひじき こまつな ココア

赤ピーマン

9(木) ターメリックライス 鶏肉とお豆のレッドカレー 鶏肉 ひよこ豆 牛乳 にんじん にんにく しょうが たまねぎ 精白米 じゃがいも 菜種油

鶏卵 ウィンナー チーズ トマト しょうが マッシュルーム 果物 強化米 ルウ（小麦粉） バター

赤ピーマン 米粒麦

果物（デコポン） かぼちゃ

10(金) 京風五目たぬきうどん 京風五目たぬきうどん 鶏肉 白竹輪 牛乳 にんじん 干ししいたけ 長葱 キャベツ うどん 三温糖 菜種油

★ お好み焼き 油揚げ 鶏卵 あおのり しょうが いちご 小麦粉
関西の郷土食 いちご 豚肉 いか

13(月) わかめじゃこごはん ホッケフライ ホッケ かつお節 牛乳 なばな ごぼう だいこん （こんにゃく） 精白米 小麦粉 菜種油

豚肉 米みそ（赤） ちりめんじゃこ こまつな 長葱 りょくとうもやし 強化米 パン粉 ごま

木綿豆腐 米みそ（白） わかめ にんじん 米粒麦

菜の花のごまあえ

14(火) 手作りメロンパン 白いんげん豆 ウインナー 牛乳 にんじん たまねぎ りょくとうもやし ホールコーン パン 三温糖 バター

★３年生 チーズ パセリ みかん（缶） パイン（缶） こんにゃくゼリー 小麦粉 じゃがいも 菜種油

最終日 小松菜サラダ わかめ こまつな チョコレート 砂糖 ごま油

杏仁フルーツ 杏仁豆腐（牛乳） 杏仁豆腐（砂糖） ごま

16(木) 豆乳チョコクリームパン じゃがいものミートソース 豆乳 豚肉 牛乳 にんじん たまねぎ マッシュルーム にんにく パン 三温糖 ココア

豚レバー 牛肉 トマト キャベツ グリンピース きゅうり チョコレート コーンスターチ バター

アーモンドサラダ こまつな にんにく じゃがいも ルウ（小麦粉） 菜種油

アーモンド

17(金) 麦ご飯 牛肉 鶏卵 牛乳 こまつな たまねぎ えのきたけ だいこん 精白米 パン粉 菜種油

豚肉 木綿豆腐 脱脂粉乳 にんじん キャベツ 長葱 かぶ 強化米 小麦粉

ゆかりあえ わかめ ゆかり きゅうり 米粒麦 でん粉

かきたま汁

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

３月回数 12回 12回 10回 833 32.8

累計 176回 177回 169回 kｃａｌ ｇ

日（曜）

豆腐のスープ煮　

ひじのマリネ

豆腐チゲ

豚汁

かぼちゃ入りチーズオムレツ

みそ汁

栄養価
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
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令和5年

お か ず主食 牛乳

786

魚・肉・卵・豆 穀類・いも・砂糖
４群

その他の野菜・きのこ・果物
５群１群

さいたま市立浦和中学校

献立名
主な食品

１２回

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

生揚げと里芋のごまみそ煮

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

卵と豆腐のチリソース

豆とウィンナーの洋風煮

手作りメンチカツ

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。）

1年間の給食時間を振り返ってみてクラスや自分自身で評価をしてみましょう。

①身支度がきちんとできたか

②当番活動が安全で機能的、協力的にできたか

③手洗い、消毒により衛生的な食事ができたか

④食前、食後のあいさつがきちんとできたか

⑤時間内に食事ができたか

⑥後片付けや食器の扱いがきちんとできたか

⑦偏食を直す努力ができたか

⑧残さず食べる努力ができたか

⑨楽しい雰囲気で食事ができたか

⑩マナーを守って食事ができたか

⑪給食当番に協力できたか

＜今年1年間の給食の反省をしてみましょう＞

手洗い

消毒・マスク

静かな食事

（楽しく会食はも

う少し準備して）

3年間給食委員を務めてくれたA君からのメッセージ。

「給食時間は、学校生活の中でとても楽しい時間の一つであ

り、大切な時間でした。コロナ禍ではあったけど、楽しく、

美味しく、残さずにと声をかけて来ました。毎日ある給食は

大変ですがを給食当番をサポートして、委員さんはクラスの

みんなが充実した給食時間が過ごせるようクラスを引っ張っ

てください。クラスのみんなも協力して楽しい空間を作って

ください」

★浦和中史上初めて３年間継続して給食委員（委員長も含

む）を務めてくれてありがとう！給食室からも感謝です。

★★★ 給食費についてのお知らせです ★★★

いただきます

ごちそうさま

ありがとう

今年度の給食費は返金せずに、３月までの献立の内容で

還元いたしますので、ご理解をのほどよろしくお願いいた

します。３年生は7回分を集金いたします。


