
（給食回数20回）

久喜市 教育委員会

平成２８年度 栗橋西中学校

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）

ハンバーグデミグラソース パン　大豆油　砂糖 牛乳　鶏肉　ベーコン きゃべつ　玉ねぎ　人参

1日 子供パン 牛乳 粉吹き芋 バター じゃが芋 ごぼう　パセリ 898

（水） 千切り野菜スープ パン粉 29.1
節分献立 いわしフライ 米　大豆油　パン粉 牛乳　いわし 大根　人参　ねぎ

2日 ご飯 牛乳 ほうれん草のおひたし じゃが芋　小麦粉 豆腐　赤味噌　白味噌 ほうれん草　もやし 753

（木） けんちん汁 煮干粉　和風だし ごぼう　こんにゃく 27.4

揚げ餃子（３） 中華麵　大豆油　サラダ油 牛乳　豚肉　鶏肉 小松菜　玉ねぎ　人参

3日 中華麵 牛乳 野菜ナムル 三温糖　砂糖　ごま油 赤味噌　ヨーグルト（いちご） きゃべつ 698

（金） 味噌ラーメン汁　　　 もやし　にら　にんにく　生姜 27.8

ハヤシライス 米　大豆油　ごま油 牛乳　豚肉 水菜　もやし　人参　玉ねぎ

６日 ご飯 牛乳 野菜サラダ和え 三温糖　じゃが芋 えび ブロッコリー　トマト　生姜 836

（月） ● 剣えびの唐揚 グリンピース　にんにく 28.1
（木） ●

ひじき春巻き 米　大豆油　ごま油 牛乳　豚肉 きゃべつ　人参　もやし　たけのこ

７日 ご飯 牛乳 野菜炒め 春雨　小麦粉　でんぷん 豆腐　ひじき チンゲン菜　ピーマン　干し椎茸 730

（火） 春雨スープ 砂糖 ほうれん草　ねぎ　きくらげ 21.9
教科（中３国語） チーズオムレツトマトソース パン　大豆油　三温糖 牛乳　卵　チーズ 玉ねぎ　人参　枝豆

８日 バターロール 牛乳 ブロッコリーサラダ和え でんぷん　マカロニ ベーコン ブロッコリー　カリフラワー 768

（水） オニオンスープ ごまドレッシング（卵） トマト　パセリ 27.4

かにシューマイ（２） 米　大豆油　ごま油 牛乳　豆腐　かに　たら 玉ねぎ　人参　にら

9日 ご飯 牛乳 マーボー豆腐 砂糖　でんぷん 豚肉　卵　煮干粉 ねぎ　生姜　にんにく 757

（木） にら卵スープ 小麦粉 鶏肉　赤味噌 グリンピース　干し椎茸 27.9

わかさぎフリッター（３） うどん　大豆油　ごま油 牛乳　わかさぎ　鶏肉 きゃべつ　大根　人参

１０日 茹でうどん 牛乳 じゃこサラダ 砂糖　ごま　でんぷん ちりめん　かまぼこ ブロッコリー　小松菜 753

(金） おかめうどん汁 煮干粉　和風だし 干し椎茸　ねぎ 29.5

鮭の塩焼き 米　大豆油　ごま 牛乳　鮭　豆腐 きゃべつ　人参　もやし

１３日 ご飯 牛乳 ごま和え わかめ　赤味噌 玉ねぎ 689

(月） わかめの味噌汁 白味噌　煮干粉 31.7

鶏の竜田揚げ 米　大豆油　春雨 牛乳　鶏肉 小松菜　人参　きゅうり

１４日 ご飯 牛乳 中華サラダ ごま　ごま油　三温糖 ハム　わかめ コーン　生姜 769

（火） 小松菜の味噌汁 じゃが芋　でんぷん 赤味噌　白味噌　煮干粉 26.6

フランクフルト パン　大豆油　ごま油 牛乳　豚肉 きゃべつ　玉ねぎ　人参

1５日 コッペパン 牛乳 野菜のサラダ和え 三温糖　じゃが芋 ベーコン ブロッコリー　コーン 783

（水） ミネストローネ マカロニ セロリ　トマト 33.3

めあじの立田揚げ 米　大豆油　サラダ油 牛乳　めあじ　豆腐 人参　ごぼう　こんにゃく

１６日 ご飯 牛乳 五目金平 砂糖　ごま　じゃが芋 竹輪　赤味噌　白味噌 ねぎ　干し椎茸　切干大根 783

（木） 切り干し大根の味噌汁 でんぷん 煮干粉 生姜 27

大豆のしゃりしゃり揚げ 中華麵　大豆油　ごま油 牛乳　豚肉　大豆 小松菜　きゃべつ　人参

１７日 中華麵 牛乳 ポテトサラダ和え でんぷん　砂糖　ごま ハム　ヨーグルト もやし　コーン　干し椎茸 749

（金） ● タンメン汁　　　　ヨーグルト 三温糖　サラダ油 玉ねぎ　にら　にんにく 31.3

あじの西京焼き 米　大豆油　砂糖 牛乳　あじ　大豆 人参　ごぼう　こんにゃく

２０日 ご飯 牛乳 五目豆 でんぷん 卵　豆腐 三つ葉　まいたけ　干し椎茸 714

（月） まいたけ汁 和風だし 32.8

チキンナゲット（２） 米　大豆油　ごま油 牛乳　鶏肉　豚肉 きゃべつ　玉ねぎ　人参

２１日 ご飯 牛乳 ツナと野菜のサラダ和え 三温糖　じゃが芋　小麦粉 ツナ缶　卵 ブロッコリー　コーン　生姜 906

（火） ● ポークカレー サラダ油　でんぷん にんにく　生姜 29.2

メンチカツ
パン　大豆油　ごま油　パン粉　砂

糖
牛乳　鶏肉　豚肉 きゃべつ　玉ねぎ　人参

２２日 食パン 牛乳 野菜サラダ和え
三温糖　サラダ油　でんぷん　小麦

粉
ツナ缶　卵 コーン 860

（水） コンソメスープ　　　　りんごジャム じゃが芋　ジャム（りんご） 27.4

ポテトコロッケ 米　大豆油　焼き麩 牛乳　豚肉　焼き豆腐 白菜　玉ねぎ　人参

２３日 ご飯 牛乳 おひたし 三温糖　小麦粉　砂糖 油揚げ　卵 もやし　小松菜　こんにゃく 837

（木） すきやき風煮 パン粉　サラダ油 27.6

いかの照り焼き うどん　大豆油　ごま 牛乳　なると きゃべつ　人参　枝豆

２４日 茹でうどん 牛乳 枝豆とひじきのサラダ 砂糖 ひじき　油揚げ 小松菜　ねぎ 698

（金） きつねうどん汁 煮干粉 32.4
郷土（山形県） たらフライ 米　大豆油　三温糖 牛乳　豚肉　たら 大根　人参　いんげん

２７日 ご飯 牛乳 車麩と大根の煮物 里芋　パン粉　小麦粉 赤味噌　白味噌 白雨菜　こんにゃく　枝豆 792

（月） いもこ汁 でんぷん 煮干粉　和風だし ねぎ　干し椎茸 30.5
豆腐ハンバーグ和風だれ 米　大豆油　ごま油 牛乳　豆腐　鶏肉 きゃべつ　人参　もやし

２８日 ご飯 牛乳 鶏肉とねぎの炒め物 でんぷん　砂糖　すいとん 和風だし 小松菜　ねぎ　干し椎茸 777

（火） すいとん汁 パン粉 白菜　しめじ　玉ねぎ 29.9

778
　※主食欄の●印のついた日はスプーンを持参しましょう。 28.9

　２月分予定献立表
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