
（給食回数１７回）

久喜市 教育委員会
令和元年度 栗橋地区小学校

熱や力となるもの 血・肉・骨となるもの 体の調子を整えるもの
主食 飲物 おかず （きいろ） （あか） （みどり）

とりにくのちゅうかいため

２日 牛乳 はるさめサラダ（ドレッシング） 647
（月） ワンタンスープ 25.3

オムレツ・ケチャップソース

３日 牛乳 きゃべつのサラダ（ドレッシング） 620
（火） 〇 はくさいときのこのクリームに 23.9

おでん

４日 ちゃめし 牛乳 あげごぼうのサラダ 643
（水） 25.3
※ とうふラーメン

５日 牛乳 みそポテト 637
（木） ほうれんそうのあえもの（ドレッシング） 22.7

◎
《久喜市合併１０周年記念献立》
とりのからあげなしソースかけ

６日 牛乳 くきしさんやさいいっぱいあえ（ドレッシング） 694
（金） 〇 おいわいすましじる　いちごゼリー 25.2

レバーとポテトのごまみそあえ

９日 牛乳 こまつなのおひたし 650
（月） はくさいのみそしる 22.7

タコナゲット

１０日 牛乳 こんにゃくサラダ（ドレッシング） 692
（火） ○ チリコンカン 27.5

カレーライス

１１日 牛乳 ひじきサラダ（ドレッシング） 680
（水） 〇 23.0

ほうとううどん

１２日 牛乳 わかさぎフリッター 651
（木） こまつなときゃべつのあえもの（ドレッシング） 23.0

コーヒー ジャンボギョーザ

１３日 牛乳 ほうれんそうのソテー 677
（金） とんじる 23.6

ビビンバ（具）

１６日 牛乳 トックスープ 676
（月） 〇 ヨーグルト 26.7

ミートボール・てりやきソース

１７日 牛乳 きゃべつとこまつなのサラダ（ドレッシング） 713
（火） ○ あさりとたまごのスープ 27.7
◆ けいはん

１８日 牛乳 きびなごのなんばんづけ 605
（水） こまつなのあえもの（ドレッシング） 27.8

みそラーメン

１９日 牛乳 シューマイ 600
（木） シャキシャキサラダ（ドレッシング） 27.8
★ とりにくとかぼちゃのこうみあえ

２０日 牛乳 とうじサラダ（ドレッシング） 679
（金） おきりこみ 24.4

もみのきハンバーグ・トマトソース

２３日 牛乳 マカロニサラダ（ドレッシング） 665
（月） 〇 かぼちゃスープ 24.9

ローストチキン

２４日 牛乳 きゃべつとこんにゃくのサラダ（ドレッシング） 710
（火） ○ オニオンスープ　せんたくデザート 27.4

　　☆牛乳の下に○がついた日はスプーンを持ってきてください。 661
　　☆諸般の事情により材料や献立を変更する場合があります。 25.1

いとよりだいのたつたあげ

８日 牛乳 いためなます 627
（水） ななくさじる 26.6

かきたまうどん（汁）

９日 牛乳 かみかみだいず 634
（木） ほうれんそうのあえもの（ドレッシング） 25.3

ポークカレー

１０日 牛乳 ひじきサラダ（ドレッシング） 686
（金） 〇 23.2

こどもパン
こどもパン　さとう　バター
こむぎこ　マカロニ　あぶら
ドレッシング

牛乳　ぶたにく　とりにく　チーズ
スキムミルク

にんじん　たまねぎ　かぼちゃ　パセリ
ブロッコリー　ホールコーン

ちゅうかめ
ん

ちゅうかめん　でんぷん　ごま
ごまあぶら　こむぎこ　さとう
ドレッシング

牛乳　ぶたにく　みそ　だいず
きゃべつ　きゅうり　にんじん　こまつな
ほししいたけ　たけのこ　ばんのうねぎ
しょうが　きりぼしだいこん　ねぎ　もやし

むぎごはん
むぎごはん　でんぷん　あぶら
さとう　ごま　うどん
ドレッシング

牛乳　だいず　ぶたにく
たこ　たらすりみ

たまねぎ　にんじん　マッシュルーム
にんにく　サラダこんにゃく　きゃべつ
きゅうり

せきはん
ごましお

日付
(曜日)

献立（こんだて）

しょうが　にんにく　にんじん　はくさい
だいこん　ほうれんそう　ねぎ　こまつな
きゃべつ　きゅうり

むぎごはん
むぎごはん　でんぷん　あぶら
さとう　じゃがいも　ごま

熱量(Kcal)
たんぱく質
（g）

ちゅうかめん
ちゅうかめん　でんぷん
じゃがいも　こむぎこ　あぶら
さとう　ドレッシング

牛乳　ぶたにく　とうふ　わかめ
みそ

にんじん　ねぎ　はくさい　ほうれんそう
ゆず　ホールコーン

むぎごはん
むぎごはん　でんぷん　あぶら
さとう　わんたん　はるさめ
ドレッシング

牛乳　とりにく　うずらたまご
ぶたにく

ツイストパン

　　12月分予定献立表

にんじん　たまねぎ　たけのこ　ピーマン
きくらげ　ねぎ　もやし　ちんげんさい
きゅうり

ちゃめし　じゃがいも　さとう
あぶら

牛乳　いか　たらすりみ　つみれ
うずらのたまご　ちくわ　こんぶ
かんもどき

だいこん　にんじん　こんにゃく
きゃべつ　きゅうり　れんこん　ごぼう

ツイストパン　じゃがいも　さとう
こむぎこ　バター　あぶら
ドレッシング

牛乳　たまご　とりにく
スキムミルク

たまねぎ　きゃべつ　えだまめ　はくさい
にんじん　ブロッコリー　しめじ

むぎごはん
むぎごはん　じゃがいも　あぶら
カレールウ　ドレッシング

牛乳　ぶたにく　チーズ
スキムミルク　ひじき　ツナ

たまねぎ　にんじん　きゃべつ　トマト
にんにく　えだまめ

せきはん　ごま　でんぷん　あぶら
なしジャム　ドレッシング　ゼリー

牛乳　とりにく　なると

牛乳　ぶたレバー　みそ
はくさい　にんじん　たまねぎ　ねぎ
かんぴょう　こまつな　ホールコーン

バターロール
バターロール　あぶら　さとう
こむぎこ　ドレッシング

わかめ
ごはん

むぎごはん　さとう　でんぷん
ギョーザのかわ　あぶら　バター
じゃがいも　ごまあぶら

牛乳 わかめ　ぶたにく　ベーコン
とうふ　みそ

たまねぎ　きゃべつ　にら　しょうが
ほししいたけ　ほうれんそう　ごぼう
もやし　ホールコーン　だいこん　ねぎ

地粉うどん
地粉うどん　こむぎこ　あぶら
でんぷん　ごま　ドレッシング

牛乳 わかさぎ　おきあみ　あおさ
ぶたにく　あぶらあげ　みそ

にんじん　だいこん　ごぼう　かぼちゃ
ねぎ　こまつな　しめじ　きゃべつ
ホールコーン

むぎごはん
むぎごはん　さとう　ごまあぶら
トック　ごま　でんぷん

牛乳　たまご　ぶたにく　とりにく
ヨーグルト

にんじん　もやし　ほうれんそう　にら
つきこんにゃく　ぜんまい　だいこん
ねぎ

あげパン
コッペパン　あぶら　ココア
でんぷん　ドレッシング

牛乳　ぶたにく　とりにく　たまご
あさり

にんじん　たまねぎ　ほうれんそう
こまつな　かいそうビードロ　きゃべつ

むぎごはん
むぎごはん　あぶら　さとう
でんぷん　ドレッシング

牛乳　きびなご　とりにく
たまご

きゃべつ　きゅうり　にんじん　こまつな
ほししいたけ　たけのこ　たまねぎ
ばんのうねぎ　しょうが

キャロットピラフ
むぎごはん　バター　あぶら
ドレッシング　ケーキ

牛乳　あさり　とりにく　ベーコン
かまぼこ

たまねぎ　マッシュルーム　にんじん
えだまめ　パセリ　サラダこんにゃく
きゃべつ　きゅうり　ホールコーン

牛乳　ぶたにく　とりにく
あぶらあげ

かぼちゃ　ゆず　れんこん　きゃべつ
ほうれんそう　にんじん　ねぎ　はくさい
だいこん　ほししいたけ　かんてん

むぎごはん
むぎごはん　じゃがいも　あぶら
カレールウ　ドレッシング

牛乳　ぶたにく　スキムミルク
チーズ　ひじき　ツナ

にんじん　たまねぎ　トマト　にんにく
きゃべつ　えだまめ

月平均栄養摂取量

☆１月分予定献立表（１月の給食は８日から始まります。）

地粉うどん
地粉うどん　でんぷん　あぶら
さとう　ドレッシング

牛乳　とりにく　たまご　だいず
かえりにぼし

にんじん　たまねぎ　ほししいたけ
ねぎ　ほうれんそう　きゃべつ
ホールコーン

牛乳　いとよりだい　とりにく
ぶたにく

にんじん　はくさい　だいこん　ねぎ
かぶ　せり　こんにゃく　ごぼう　れんこん
ほししいたけ　さやいんげん

むぎごはん
むぎごはん　でんぷん　パンこ
あぶら　さとう　ごまあぶら

kcal

ｇ

１２月 予定

食材 産地 食材 産地 食材 産地 食材 産地 食材 産地

米 埼玉（久喜市産米） 魚 わかさぎ カナダ他 大豆 北海道 もやし 群馬 生姜 熊本

パン 埼玉、アメリカ、カナダ 類 きびなご 長崎 切干大根 宮崎 青梗菜 茨城 にんにく 青森

麺 埼玉、アメリカ、カナダ あさり 中国 ごま
ﾊﾟﾗｸﾞｱｲ・ｸﾞｧﾃﾏﾗ・ﾒｷｼ
ｺ他 きゃべつ 茨城 小松菜 埼玉

牛乳 埼玉、栃木、北海道など かんぴょう 栃木 白菜 茨城 パセリ 千葉

卵 卵 埼玉、新潟、秋田他 はるさめ タイ ブロッコリー 埼玉 にら 山形・茨城

うずらの卵 愛知・静岡 糸かんてん 南米 しめじ 長野 みかん 和歌山

じゃがいも 北海道 ゆず 埼玉

豚肉 青森・茨城・栃木・千葉 昆布 北海道 にんじん 北海道・千葉 大根 千葉 かぼちゃ 北海道

鶏肉 宮崎・鹿児島他 乾 干ししいたけ 岩手 玉葱 北海道 きゅうり 埼玉 万能ねぎ 佐賀

豚レバー 北海道他 物 わかめ 韓国 ピーマン 茨城 れんこん 茨城

等 ひじき 長崎・韓国 長ねぎ 青森・茨城 ほうれんそう 埼玉

令和元年度　学校給食使用食材の産地　（  栗橋地区小学校　）

主
食

　
乾
物
等

青
果
類

牛
乳

埼玉県の原乳が不足した場合に他県
から補填しています。
原乳については、各都道府県が検査
し安全確認をおこなっています。

肉
類

青
果
類

※教科と関連 ◆郷土食

★行事食

◎久喜市合併10周年記念献立


