
（給食回数２２回）
久喜市 教育委員会

令和元年度 菖蒲学校給食センター

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） 小学生 中学生
わかめごはん とりのからあげ

２８日 牛乳 もやしのサラダ（ドレッシング） 615 800
（水） ワンタンスープ 26.4 33.0
★ こどもパン ハンバーグトマトソースかけ

２９日 牛乳 きゃべつとコーンのソテー 621 807
（木） アルファベットスープ 24.1 30.1
★ むぎごはん チキンカレー

３０日 牛乳 きゃべつのサラダ（ドレッシング） 681 885
（金） なしいりフルーツポンチ 21.7 27.1

ちゅうかめん マーボーラーメン
２日 牛乳 ねぎしおまんじゅう 687 893
（月） ごぼうサラダ（ドレッシング） 26.9 33.6

ごはん かつおのなんばんづけ

３日 牛乳 こまつなのにびたし 610 793

（火） とんじる 29.1 36.4
むぎごはん キムチどん

４日 牛乳 はるさめスープ 635 826

（水） れいとうみかん 27.0 33.8

★ はちみつパン たこナゲット

５日 牛乳 ブロッコリーのサラダ（ドレッシング） 676 879

（木） チリコンカン 29.9 37.4

★ カレーピラフ ホワイトソースかけ

６日 牛乳 にくだんごのトマトソースかけ 704 915

（金） だいこんサラダ（ドレッシング） 21.8 27.3
地粉うどん なすなんばんうどん

９日 牛乳 ちくわのいそべあげ 661 859

（月） こまつなのサラダ（ドレッシング） 27.4 34.3

★ むぎごはん さばこうみやき

１０日 牛乳 ヘルシーチンジャオロース 671 839

（火） とうがんとこんぶのみそしる　　　ヨーグルト 30.5 38.1
ごはん カレイフライ（ソース）

１１日 牛乳 きゃべつのサラダ（ドレッシング） 610 793

（水） にくじゃが 23.4 29.3

★ フラワー ニョッキのトマトに

１２日 ロールパン 牛乳 ブロッコリーのサラダ（ドレッシング） 598 777

（木） かぼちゃのポタージュ 27.8 34.8

☆ むぎごはん さんまのしおやき　　　　　　　ふりかけ

１３日 牛乳 えだまめサラダ（ドレッシング） 665 865

（金） けんちんじる 26.7 33.4
ごはん メンチカツ（ソース）

１７日 牛乳 ひじきとツナのカレーいため 653 849

（火） こんさいのごまじる 21.9 27.4
ごはん レバーのオーロラソースあえ

１８日 牛乳 もやしのおひたし（しょうゆ・かつおぶし） 664 863

（水） さといものみそしる 29.4 36.8

★◆ ライむぎパン ピロシキ

１９日 牛乳 じゃがいものサラダ 675 878

（木） ボルシチ 21.0 26.3

★ むぎごはん ハヤシライス

２０日 牛乳 とりにくのハーブやき 699 909

（金） ブロッコリーときゃべつのサラダ（ドレッシング） 28.7 35.9
むぎごはん モーカたつたあげ

２４日 牛乳 やさいいため 600 780

（火） とうふのみそしる　　　　　 27.7 34.6
ごはん さけフライ（ソース）

２５日 牛乳 ごもくきんぴら 611 794

（水） きりぼしだいこんのみそしる 25.7 32.1

★◇ やまがた アンサンブルエッグ（ケチャップ）

２６日 しょくパン 牛乳 コルキャノン 625 813

（木） いちごジャム アイリッシュシチュー 23.8 29.8

★ むぎごはん とりにくのねぎみそやき

２７日 牛乳 やさいたっぷりぶたキムチ 629 786

（金） あさりのみそしる　　　　　ぶどうゼリー 30.7 38.4
ちゅうかめん ごもくらーめん

３０日 牛乳 あげギョーザ 627 815

（月） きゅうりのサラダ（ドレッシング） 24.3 30.4
646 837
26.3 32.8

　　８・９月分予定献立表

しょうが　とうがん　ちんげんさい
ねぎ　たけのこ　ピーマン　にんじん
えのき

こめ　こむぎこ　パンこ　あぶら
じゃがいも　さとう　ドレッシング

牛乳　カレイ　ぶたにく
にんじん　たまねぎ　いんげん
しらたき　きゃべつ　きゅうり　だいこん

牛乳　とりにく　とうにゅう
こめ　むぎ　じゃがいも　あぶら
カレールウ　ドレッシング

ゆでうどん　こむぎこ　あぶら
ドレッシング

牛乳　かつお　あぶらあげ
ぶたにく　とうふ　みそ

こめ　でんぷん　あぶら　さとう
ごまあぶら　じゃがいも

たまねぎ　にんにく　にんじん
きゃべつ　とうもろこし

こめ　でんぷん　あぶら
ワンタン（こむぎこ）
ごまあぶら　ドレッシング

牛乳　わかめ
とりにく　ぶたにく

しょうが　にんにく　にんじん　たまねぎ
ねぎ　こまつな　もやし　ほうれんそう

にんじん　にら　ねぎ　しょうが
にんにく　たまねぎ　たけのこ
きゃべつ　ごぼう　きゅうり　とうもろこし

牛乳　ぶたにく　とうふ　みそ

トマト　にんにく　たまねぎ　かぼちゃ
ブロッコリー　きゃべつ

こめ　むぎ　さとう　あぶら
ごまあぶら　でんぷん

牛乳　さば　とうふ　こんぶ
みそ　ぶたにく　ヨーグルト

日付
(曜日)

献立（こんだて）

ちゅうかめん　あぶら　でんぷん
ごまあぶら　さとう　こむぎこ
ごま　ドレッシング

パン　パンこ　さとう　でんぷん
オリーブオイル　あぶら
じゃがいも　マカロニ

牛乳　とりにく　ぶたにく
ベーコン

パン　じゃがいも　こむぎこ
オリーブオイル　ホワイトルウ
あぶら　ドレッシング

牛乳　ぶたにく　とりにく
こなチーズ　スキムミルク
なまクリーム

　　　熱量(Kcal)
　　　たんぱく質（g）

牛乳　ぶたにく　あぶらあげ
ちくわ　あおのり

なす　しょうが　にんじん　たまねぎ
ねぎ　こまつな　きゃべつ

こめ　むぎ　あぶら　さとう
ごまあぶら　はるさめ

牛乳　ぶたにく　ミートボール
わかめ　とうふ

しょうが　にんにく　はくさいキムチ
にら　たまねぎ　たけのこ　にんじん
ねぎ　みかん

パン　こむぎこ　さとう　あぶら
ドレッシング

牛乳　たこ　いか　たら
だいず　ぶたにく

たまねぎ　にんじん　にんにく
ブロッコリー　きゃべつ

こめ　あぶら　じゃがいも
パンこ　でんぷん　さとう　ごま
ホワイトルウ　ドレッシング

牛乳　ウインナー　ベーコン
こなチーズ　スキムミルク
とりにく　とりレバー

たまねぎ　にんじん　えだまめ　トマト
きゃべつ　だいこん　きゅうり

たまねぎ　にんにく　にんじん　トマト
きゃべつ　きゅうり　とうもろこし　なし
みかん(缶)　パイン（缶）　りんご（缶）

ねぎ　たまねぎ　しょうが　パプリカ(赤)
こまつな　しめじ　にんじん　だいこん
ごぼう　こんにゃく

８・９月平均栄養摂取量

こめ　むぎ　でんぷん　あぶら
牛乳　モーカ　とうふ
あぶらあげ　わかめ　みそ
ぶたにく

しょうが　だいこん　にんじん　ねぎ
にら　もやし　きゃべつ

こめ　こむぎこ　パンこ　あぶら
ごま　さとう

牛乳　さけ　あぶらあげ　とうふ
みそ　さつまあげ

ねぎ　きりぼしだいこん　こまつな
にんじん　ごぼう　こんにゃく　たけのこ
えだまめ

牛乳　ぶたにく　なると
ちゅうかめん　あぶら　こむぎこ
でんぷん　さとう　ごまあぶら

とうもろこし　にんじん　もやし たけのこ
きくらげ　ちんげんさい　きゃべつ　ねぎ
しょうが　にんにく　たまねぎ　きゅうり

パン　ジャム　じゃがいも　さとう
でんぷん　あぶら　バター

牛乳　たまご　チーズ
ベーコン　ぶたにく

たまねぎ　きゃべつ　パセリ　にんじん
セロリ　バジル

こめ　むぎ　ごまあぶら
ゼリー

牛乳　とりにく　みそ　あさり
とうふ　ぶたにく

しょうが　ねぎ　たまねぎ　だいこん
こまつな　はくさいキムチ　きゃべつ
にら　にんにく

えだまめ　きゃべつ　きゅうり　にんじん
だいこん　ごぼう　ねぎ　こんにゃく

たまねぎ　にんじん　グリンピース
トマト　マッシュルーム にんにく バジル
ブロッコリー　とうもろこし　きゃべつ

牛乳　ぶたにく　ひじき
まぐろ　みそ

たまねぎ　にんじん　だいこん　ねぎ
ごぼう

こめ　でんぷん　あぶら　さとう
さといも

こめ　こむぎこ　パンこ　あぶら
ごま　じゃがいも　さとう

にんにく　しょうが　きりぼしだいこん
ねぎ　もやし　ぼうれんそう　にんじん

牛乳　ぶたレバー　わかめ
あぶらあげ　みそ　かつおぶし

こめ　むぎ　じゃがいも　あぶら
ハヤシルウ　さとう
オリーブオイル　ドレッシング

こめ　むぎ　あぶら
さといも　ドレッシング

牛乳　ぶたにく　とりにく

パン　パンこ　こむぎこ　あぶら
でんぷん　さとう　じゃがいも
マヨネーズ（卵不使用）

牛乳　とりにく　ぶたにく
生クリーム

たまねぎ　にんじん　とうもろこし
きゃべつ　セロリ　かぶ　ビーツ
にんにく　トマト　にんじん

牛乳　のり　さんま　とうふ
あぶらあげ

＊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。

☆印は、行事食「十五夜」、◆印は、イベントに関連した献立「ラグビーワールドカップ（ロシア）」、
◇印は、「ラグビーワールドカップ（アイルランド）」★印は、スプーンのつく日ですが、毎日清潔な「箸」を用意しましょう。

８・９月分　学校給食使用食材の産地（予定）　

産地（予定） 品種 産地（予定） 品種 産地（予定） 品種 産地（予定） 品種 産地（予定） 品種 産地（予定）

米 埼玉（久喜市産米） たけのこ 和歌山、徳島 かつお 長崎 ほうれん草 茨城、栃木、群馬 きゅうり 栃木、岩手、山形、菖蒲 ブロッコリー エクアドル

パン 埼玉、アメリカ、カナダ わかめ 岩手、宮城 たこ ベトナム きゃべつ 群馬、岩手 とうがん 菖蒲 トマト イタリア

麺 埼玉、アメリカ、カナダ はるさめ タイ いか ペルー チンゲン菜 茨城 ピーマン 岩手、茨城 梨 菖蒲

ひじき 長崎、韓国 さば ノルウェー こまつな 岩槻 パプリカ（赤） 韓国 みかん（缶） 日本

牛乳 埼玉、栃木、北海道など 切干大根 宮崎 カレイ アメリカ ねぎ 埼玉、山形 かぶ 青森 パイン（缶） インドネシア

ほししいたけ 岩手 さんま 台湾 ごぼう 群馬 セロリ 長野 りんご（缶） 山形、秋田

きくらげ 熊本 モーカ 宮城 にんにく 青森 しめじ 長野 レモン 地中海沿岸、南米

青のり 愛知 さけ 北海道 じゃがいも 北海道 パセリ 北海道

豚肉 群馬、栃木 にんじん 北海道 なす 栃木、茨城 とうころこし 北海道

鶏肉 茨城、宮崎、青森 たまねぎ 北海道 しょうが 高知 枝豆 北海道

たまご 群馬、日本 ベーコン 千葉、鹿児島 だいこん 青森、北海道 にら 茨城、千葉、栃木 バジル 兵庫、エジプト

もやし 栃木 えのき 長野 かぼちゃ 北海道、茨城、青森、山形
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類
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類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。
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