
（給食回数１９回）

久喜市 教育委員会
平成２９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）

みそラーメン
1日 牛乳 さいのくににくまん 654
（水） ブロッコリーのサラダ（ドレッシング） 26.0

　 てんぷら（いか・さつまいも）
２日 牛乳 ほうれんそうともやしのあえもの（ドレッシング） 677
（木） なめこじる 23.7

なっとう　とうふハンバーグ
６日 牛乳 ちんげんさいのおひたし 648
（月） さつまじる 26.4

ミートボールスパゲティ
７日 牛乳 きゃべつのサラダ（ドレッシング） 654

（火） 〇 ヨーグルト 25.9

ねぎまうどん
８日 牛乳 てづくりゼリーフライ 642

（水） 〇 ひじきのナムル（ドレッシング） 21.4

もうかのたつたあげ
９日 牛乳 だいずのいそに 650

（木） 　 みそけんちんじる　みかん 26.6

さいのくにねぎみそパオズ
１０日 牛乳 ねぎととりにくのいためもの 603

（金） ○ にぼうとう 23.9

わらじカツ
１３日 牛乳 こまつなのおひたし 650

（月） しげただじる 23.6

とうふラーメン
１５日 牛乳 みそポテト 707

（水） ほうれんそうときゃべつのあえもの（ドレッシング） 23.0

しゃくしなぎょうざ
１６日 牛乳 ごじる 654

（木） やさいいため 23.0

あつやきたまご
１７日 牛乳 こんさいのみそしる 650

（金） 　 もやしのあえもの（ドレッシング） 23.6

こえどカレー
２０日 牛乳 だいずのかりかりあげ 746

（月） こんにゃくサラダ（ドレッシング） 24.5

ハンバーグトマトソース
２１日 牛乳 ポトフ 664

（火） ブロッコリーのサラダ（ドレッシング） 27.4

にくうどん
２２日 牛乳 てづくりがんもどきのあんかけ 658

（水） ほうれんそうのあえもの（ドレッシング） 26.2

さんまのかばやき
２４日 牛乳 すましじる 657

（金） ほうれんそうのおひたし 23.9

そぼろごはん
２７日 牛乳 ごぼうサラダ（ドレッシング） 621

（月） こんさいときのこのみそしる　りんご 24.7

フランクフルト・マッシュルームソース

２８日 牛乳 マカロニサラダ（ドレッシング） 681

（火） ○ はくさいのシチュー 27.3

かんとんめん
２９日 牛乳 てづくりシューマイ 609

（水） ○ きりぼしだいこんのサラダ（ドレッシング） 26.9

レバーとポテトのオーロラソース
３０日 牛乳 こまつなともやしのおひたし 682

（木） とんじる 25.1

☆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。 658

☆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。 24.9

牛乳　ぶたにく　あぶらあげ
みそ

むぎごはん　こむぎこ　パンこ
あぶら　さとう　しらたまだんご

にんじん　たまねぎ　こまつな　ねぎ
きりぼしだいこん　もやし　きゅうり

むぎごはん

むぎごはん

むぎごはん

ゆでうどん
ゆでうどん　あぶら　じゃがいも
こむぎこ　ドレッシング

むぎごはん でんぷん　あぶら
さといも　さとう

しょくぱん
チョコクリー

ム

しょくパン　チョコクリーム
さとう　じゃがいも　ドレッシング

牛乳　ぶたにく　とりにく
ベーコン　フランクフルト

たまねぎ　ブロッコリー　にんじん
ホールコーン　きゃべつ　さやいんげん
セロリー　えだまめ

牛乳　ぶたにく　おから　ひじき
とりにく　たまご

牛乳　ぶたにく　みそ

むぎごはん
むぎごはん　さつまいも　あぶら
てんぷらこ　さとう　ごま
ドレッシング

ちゅうかめ
ん

ちゅうかめん　ごま　こむぎこ
あぶら　さとう　ごまあぶら
ドレッシング

日付
(曜日)

献立（こんだて）
熱量(Kcal)
たんぱく質
（g）

　　11月分予定献立表

さきたま
ボール

さきたまボール　スパゲティ　あぶら
ドレッシング

牛乳　あさり　ぶたにく　とりにく
チーズ　くきわかめ　ヨーグルト

たまねぎ　にんじん　ピーマン　にんにく
トマト　きゃべつ

ちゅうかめん　じゃがいも　あぶら
てんぷらこ　さとう　でんぷん
ドレッシング

むぎごはん　でんぷん　あぶら
さとう　ごまあぶら

牛乳　さんま　とりにく　とうふ
わかめ

ほうれんそう　きゃべつ　ねぎ　しめじ
にんじん　もやし

牛乳　もうか　だいず　ひじき
さつまあげ　とうふ　あぶらあげ
みそ

にんじん　だいこん　こんにゃく　ごぼう
ねぎ　ほししいたけ　みかん

むぎごはん

ゆでうどん　あぶら　こむぎこ
さとう　でんぷん　ごま
ドレッシング

牛乳　こんぶ　ぶたにく
とうふ　おから　とりにく　あぶらあげ

にんじん　しょうが　ほししいたけ　ねぎ
こまつな　えだまめ　ほうれんそう
だいこん　きゃべつ

むぎごはん　こむぎこ　あぶら
でんぷん　さとう　ほうとう

牛乳　ぶたにく　とりにく　みそ
ねぎ　こまつな　にんじん　だいこん
ごぼう　こんにゃく　しめじ

むぎごはん　さつまいも　あぶら
カレールウ　でんぷん　さとう
ごま　ドレッシング

牛乳　チーズ　スキムミルク
ぶたにく　かえりにぼし　だいず

きゃべつ　こまつな　だいこん　にんじん
えのきたけ　ねぎ

月平均栄養摂取量

牛乳　フランクフルト　スキムミルク
チーズ　とりにく

牛乳　ぶたにく　とうふ　わかめ
みそ

にんじん　ねぎ　ほうれんそう
きゃべつ　ゆず

にんじん　たまねぎ　にんにく　トマト
サラダこんにゃく　きゃべつ　きゅうり

牛乳　たまご　とうふ　とりにく
あぶらあげ　みそ

こまつな　しょうが　ごぼう　きゅうり
にんじん　だいこん　しめじ　こんにゃく
ホールコーン　ねぎ　えのきたけ　りんご

にんじん　ごぼう　えだまめ　かんぴょう
ほうれんそう　もやし　ホールコーン
ほししいたけ　ねぎ　だいこん　こんにゃく

むぎごはん
むぎごはん　さつまいも　でんぷん
さとう

牛乳　なっとう　とうふ　とりにく
ぶたにく　みそ

にんじん　ごぼう　ねぎ　ちんげんさい
もやし

ゆでうどん

牛乳　いか　とうふ　あぶらあげ
みそ

ほうれんそう　もやし　ホールコーン
なめこ　だいこん　ねぎ　にんじん

きゃべつ　もやし　にんじん　たけのこ
れんこん　ねぎ　だいこん　しゃくしな
こまつな

かてめし

ちゅうかめ
ん

むぎごはん
むぎごはん　あぶら　でんぷん
じゃがいも　さとう

牛乳　ぶたレバー　とうふ　みそ
ぶたにく

ごぼう　にんじん　だいこん　ねぎ
こまつな　もやし　しょうが

ツイストパン　マカロニ　じゃがいも
あぶら　バター　ドレッシング

むぎごはん

むぎごはん　あぶら　さとう　さとい
も
ごま　ドレッシング

ツイストパ
ン

たまねぎ　マッシュルーム　にんじん
ホールコーン　はくさい　パセリ　きゅうり

むぎごはん

ちゅうかめ
ん

ちゅうかめん　シューマイのかわ
さとう　でんぷん　ごまあぶら
あぶら　ドレッシング

牛乳　ぶたにく　うずらのたまご
にんじん　ねぎ　たけのこ　しょうが
はくさい　ほししいたけ　きりぼしだいこん
ほうれんそう　たまねぎ

はくさい　にんじん　ほししいたけ　ねぎ
しょうが　にんにく　たまねぎ　きゃべつ
ブロッコリー　ホールコーン

むぎごはん
むぎごはん　あぶら　こむぎこ
ごまあぶら

牛乳　とりにく　だいず　ぶたにく
あぶらあげ　みそ

むぎごはん　さといも　さとう
あぶら　ごま　ドレッシング

牛乳　たまご　あぶらあげ
こうやどうふ　とうふ　こんぶ


