
久喜市教育委員会
平成３１年度 全農食品久喜事業所

血・肉・骨となるもの 熱や力となるもの 体の調子を整えるもの

主食 飲物 おかず （あか） （きいろ） （みどり） 小学生 中学生

ソフトめん ミートソース 牛乳、豚肉、脱脂粉乳 ソフトめん、油、ハヤシフレーク、デミグラスソース、三温糖、でん粉 にんにく、玉ねぎ、ピーマン、にんじん、トマト

１０日 牛乳 ハッシュポテト じゃが芋、油 玉ねぎ 764 952

（水） アスパラとコーンのサラダ（フレンチドレッシング） ドレッシング キャベツ、アスパラガス、とうもろこし、きゅうり、にんじん 25.8 34.1

ごはん 肉団子の和風あん 牛乳、とり肉、豚肉 米、油 玉ねぎ、しょうが、にんにく

１１日 牛乳 切干大根の煮物 油揚げ 油、三温糖 切干大根、にんじん、こんにゃく、いんげん 651 841

（木） 豚汁 豚肉、豆腐、みそ 油、じゃが芋 ごぼう、しらたき、にんじん、大根、ねぎ 24.8 31.4

ごはん ★春巻 牛乳、とり肉 米、油、はるさめ、小麦粉 キャベツ、玉ねぎ、もやし、にんじん、たけのこ

１２日 牛乳 五目焼ビーフン 豚肉 ビーフン、ごま、ごま油 玉ねぎ、にんじん、キャベツ、たけのこ、にら、しいたけ 662 838

（金） わかめスープ とり肉、わかめ ごま油、でん粉 とうもろこし、ねぎ、チンゲンサイ 23.7 29.1

ごはん コロッケ（ソース） 牛乳 米、じゃが芋、パン粉、油 玉ねぎ

１５日 牛乳 ひじきの煮物 とり肉、ひじき 油、三温糖 にんじん、枝豆、こんにゃく 695 908

（月） みそけんちん　　★中〉アーモンドフィッシュ 豆腐、油揚げ、みそ　中〉かたくちいわし 油、里芋　中〉アーモンド・ごま ごぼう、にんじん、大根、ねぎ、小松菜 22.8 30.6

食パン※ ハンバーグデミグラスソース 牛乳、とり肉、豚肉、みそ 食パン、いちごジャム、デミグラスソース、ハヤシフレーク、三温糖 玉ねぎ、マッシュルーム、トマト

１６日 【ジャムの日】 牛乳 ポテトサラダ（マヨネーズ） じゃが芋、マヨネーズ にんじん、枝豆、とうもろこし 739 952

（火） いちごジャム オニオンスープ 油 玉ねぎ、にんじん、ほうれん草、しめじ、しいたけ、パセリ 27.4 34.9

中華めん みそラーメン 牛乳、豚肉、みそ 中華めん、油、三温糖、ごま油、ごま しょうが、にんにく、とうもろこし、もやし、にんじん、にら、きくらげ、ねぎ

１７日 牛乳 タコ焼き（ソース） たこ 小麦粉、油 キャベツ、ねぎ 679 839

（水） 野菜炒め とり肉 油、ごま油 玉ねぎ、キャベツ、チンゲンサイ、にんじん、ピーマン 27.6 33.5

赤飯 ★若鶏のから揚げ 牛乳、ささげ、とり肉 米、もち米、ごま、でん粉、油 しょうが、にんにく

１８日 【おめでとう献立】 牛乳 野菜サラダ（ごまドレッシング） ドレッシング のらぼう菜、キャベツ、もやし 641 800

（木） パックごま塩 紅白はんぺんのすまし汁 はんぺん でん粉、山芋（はんぺん） たけのこ、えのきだけ、にんじん、小松菜、ねぎ 29.2 32.8

ごはん 天津丼 牛乳、たまご、かに 米、三温糖、でん粉 キャベツ、しいたけ

１９日 牛乳 野菜の中華和え（中華ドレッシング） わかめ ドレッシング こんにゃく、キャベツ、にんじん、きゅうり 624 774

（金） 中華風スープ　　ヨーグルト とり肉　ヨーグルト 油、ごま油、でん粉、 白菜、にんじん、しめじ、チンゲンサイ、ねぎ 22.7 28.2

🔶しょい飯 ★ちくわの天ぷら 牛乳、とり肉、ちくわ 米、油、砂糖、てんぷら粉 にんじん、ごぼう、しらたき、枝豆

２２日 【三重県】 牛乳 野菜の和風あえ（和風ドレッシング） ドレッシング 大根、キャベツ、にんじん、ほうれん草 659 839

（月） あおさのみそ汁 あおさ、豆腐、油揚げ、みそ えのきだけ、ねぎ 25.1 31.1

バーガーパン
★🔶ポークソテーレモンソース【スカロッピーネ】 牛乳、豚肉 バーガーパン、小麦粉、オリーブ油、バター しめじ、マッシュルーム、にんにく、レモン果汁、パセリ

２３日 【イタリア料理】 牛乳 サラダ（イタリアンドレッシング） ドレッシング キャベツ、きゅうり、にんじん、とうもろこし、パプリカ 697 820

（火） ミネストローネ　　いちごのパンナコッタ ベーコン オリーブ油、じゃが芋、パンナコッタ セロリ、にんにく、にんじん、玉ねぎ、トマト 26.7 29.9

地粉うどん 肉うどん 牛乳、豚肉、かまぼこ うどん、油、三温糖 小松菜、玉ねぎ、にんじん、ねぎ、えのきだけ、しいたけ

２４日 牛乳 厚焼卵 卵 砂糖、でん粉、油 634 789

(水） 磯香和え（刻みのり・しょうゆ） のり もやし、ほうれん草、キャベツ、にんじん 26.8 32.4

ごはん 鰆フライ（ソース） 牛乳、さわら 米、パン粉、でん粉、小麦粉、油

２５日 【春がいっぱい献立】 牛乳 春キャベツと春雨の中華ソテー 豚肉 ごま油 春雨、キャベツ、にんじん、きくらげ、もやし、ピーマン 651 817

（木） かき玉汁 卵、豆腐、わかめ でん粉 たけのこ、ねぎ、チンゲン菜 25.1 30.1

ごはん ポークカレーライス 牛乳、豚肉、脱脂粉乳 米、じゃが芋、カレールゥ にんにく、しょうが、にんじん、玉ねぎ、りんご

２６日 牛乳 チキンナゲット（トマトケチャップ） とり肉 パン粉、小麦粉、油 748 989

（金） キャベツのサラダ（玉ねぎドレッシング） ドレッシング キャベツ、きゅうり、とうもろこし、にんじん 25.1 33.9

４月平均栄養摂取量 680 858
25.6 31.7

　　　�🏫４月分予定献立表（Aコース）📓 （給食回数１３回）

日付
(曜日)

献立
こんだて 　　　熱量(Kcal)

　　　たんぱく質（g）

※４月１６日は、小学１年生のみいちごジャム入りこどもパンになります。

「中＞〇〇」は、中学校のみ提供の献立になります。

献立表には、使用する食材全てが記載されているわけではありません。 詳細が必要な方には、申請書の提出をお願いしております。

○印は「久喜市内統一メニュー」です

○ １８日【行事食（入学・進級おめでとう献立）】 ○２２日【郷土食・イベントに関連した料理の日（三重県）】 ○２５日【教科関連献立：小学２年生国語（春がいっぱい献立）】

�4月 予定

食材 産地 食材 産地 食材 産地 食材 産地

米 埼玉（久喜市産米） キャベツ　 久喜、千葉 ホールコーン　 北海道 青果 のらぼう菜 久喜市

パン 埼玉、アメリカ、カナダ きゅうり　 久喜 にら　 茨城 切干大根　 宮崎

麺 埼玉、アメリカ、カナダ 小松菜　 久喜 パセリ　 茨城 きくらげ 熊本

牛乳 埼玉、栃木、北海道など 大根　 茨城 パプリカ赤　 ニュージーランド、韓国 ほししいたけ 宮崎、大分

チンゲンサイ　 茨城 ピーマン　 茨城 小芽ひじき 韓国

根深ねぎ　 久喜 　冷凍ほうれん草　 茨城 ワカメ　 韓国

にんじん　 茨城 もやし　 栃木

卵 卵 埼玉、栃木、群馬・他 はくさい　 茨城 えのき 埼玉

豚肉 千葉、群馬 アスパラガス　 愛媛、長野 しめじ 長野

鶏肉 宮崎、鹿児島他 セロリ　 茨城 マッシュルーム 茨城

厚削り 静岡 かぶ　 埼玉 えだまめ インドネシア

煮干し 九州 ごぼう　 茨城 いんげん インドネシア

さわら 韓国 たけのこ　 愛媛 生姜　 鹿児島、高知

たまねぎ 北海道 にんにく 青森

平成３１年度　学校給食使用食材の産地　（久喜地区）
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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。 青

果
類
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