
（給食回数１８回）

久喜市 教育委員会

平成２９年度 栗橋地区中学校

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）

メンチカツ（ソース） パン　油　パン粉 牛乳　鶏肉　豚肉 玉ねぎ　きゃべつ　にんじん　しめじ

１日 マーブル 牛乳 よくばり秋サラダ（イタリアンドレッシング） さつま芋　ドレッシング ひじき いんげん　コーン　れんこん　パセリ 874

（水） 食パン コンソメスープ じゃが芋 27.7

秋刀魚の生姜煮 米　砂糖　ごま わかめ　牛乳　秋刀魚 しょうが　れんこん　きゅうり　にんじん

２日 わかめごはん 牛乳 レンコンサラダ マヨネーズ　里芋 みそ　鶏肉　大豆　油揚げ 大根　ねぎ 886

（木） 呉汁 33.4

鯖のカレー竜田揚げ 米　でん粉　油 牛乳　鯖　ひじき　油揚げ こんにゃく　干し椎茸　いんげん

６日 ごはん 牛乳 ひじきの煮物 三温糖　里芋 竹輪　いわし粉 大根　れんこん　小松菜　にんじん 860

（月） はす汁 なめこ　ねぎ 27.3

鶏肉とさつま芋の旨煮 米　さつま芋　片栗粉 牛乳　鶏肉　わかめ しょうが　にんじん　竹の子　干し椎茸

７日 ごはん 牛乳 小松菜とわかめのサラダ 油　三温糖　ドレッシング 木綿豆腐　油揚げ　みそ 玉ねぎ　グリンピース　小松菜　きゅうり 862

（火） 豆腐の味噌汁 いわし粉 コーン　ほうれん草 27.8

照り焼きハンバーグ　　野菜スープ パン　パン粉　ドレッシング 牛乳　鶏肉　さきイカ 玉ねぎ　切干大根　きゃべつ

８日 フラワー 牛乳 切干大根とさきイカのサラダ アーモンド　砂糖 かたくちいわし きゅうり　にんじん　水菜　ごぼう 773

（水） ロールパン （ごまドレッシング）　　お魚アーモンド マッシュルーム　ブロッコリー 28.5

★行事食　埼玉県民の日 米　パン粉　油 牛乳　豚肉　かつおぶし 小松菜　きゃべつ　もやし　にんじん

９日 ごはん 牛乳 わらじカツ②　　重忠汁 三温糖　白玉団子 油揚げ　みそ 大根　えのきたけ　ねぎ　しらたき 788

（木） 小松菜の和え物（かつお節・しょうゆ） 25.8

博多ラーメン 中華麺　小麦粉　でん粉　油 牛乳　ししゃも　海草 きゃべつ　切干大根　にんじん　枝豆

１０日 中華麺 牛乳 ししゃもフリッター② ドレッシング　ごま　ごま油 ちりめんじゃこ　豚肉　かまぼこ にんにく　しょうが　もやし　にら　ねぎ 729

（金） 海草サラダ（和風ドレッシング） みそ 30.2

さつま芋コロッケ（ソース） パン　油　ドレッシング 牛乳　チーズ　フランクフルト ブロッコリー　カリフラワー　枝豆

１５日 子供パン 牛乳 ブロッコリーサラダ（豆乳ドレッシング） じゃが芋 ひよこ豆 にんじん　きゃべつ　玉ねぎ　トマト 842

（水） (スライスチーズ) ミネストローネ 27.4

レバーのオーロラソース和え 米　片栗粉　油　三温糖 もやし　きゅうり　にんじん　コーン

１６日 ごはん 牛乳 春雨サラダ 春雨　ごま油 牛乳　豚レバー きくらげ　チンゲン菜　白菜　干し椎茸 802

（木） 五目スープ 28.2

わかめ入り具沢山うどん うどん　じゃが芋　パン粉　小麦粉 牛乳　みそ　エビ ゆず　ブロッコリー　きゃべつ

１７日 茹でうどん 牛乳 味噌ポテト 片栗粉　油　砂糖 鶏肉　油揚げ　わかめ 大根　にんじん　ねぎ　小松菜 876

（金） ブロッコリーとエビの炒め物 32.9

豚肉のかりん揚げ③ 米　でん粉　油　砂糖　ごま 牛乳　豚肉　油揚げ 小松菜　もやし　にんじん　きゅうり

２０日 ごはん 牛乳 ナムル ごま油　すりごま　里芋 わかめ　みそ　いわし粉 かぶ　にんにく　ねぎ 822

（月） 彩の国の味噌汁 28.7

★和食の日 米　麦　でん粉　油 牛乳　秋刀魚　ちくわ　糸かつお ほうれん草　きゃべつ　にんじん

２１日 麦ごはん 牛乳 秋刀魚の蒲焼き 砂糖 木綿豆腐　わかめ ねぎ　えのきたけ　玉ねぎ 791

（火） ほうれん草のお浸し　　すまし汁 28.2

スパゲティナポリタン パン　スパゲティ　油 牛乳　豚肉　ひじき 玉ねぎ　にんじん　ピーマン

２２日 コッペパン 牛乳 ヘルシーサラダ（和風ドレッシング） ドレッシング 卵　ベーコン　わかめ きゃべつ　コーン　きゅうり　こんにゃく 689

（水） 野菜と卵のスープ 小松菜　しめじ 24.4

おっきりこみ風うどん うどん　小麦粉　じゃが芋　油 牛乳　おから　豚肉 玉ねぎ　にんじん　ごぼう　水菜

２４日 茹でうどん 牛乳 ゼリーフライ（ソース） ごま　ドレッシング　里芋 生揚げ きゅうり　大根　干し椎茸 793

（金） ごぼうサラダ（ごまクリーミードレッシング） 片栗粉 27.2

★小学５年社会　１００％国産の給食 米　でん粉　油 牛乳　モロ　大豆 にんじん　こんにゃく　れんこん

２７日 ごはん 牛乳 モロの竜田揚げ　　大豆の磯煮 三温糖　里芋 鶏肉　ひじき　さつま揚げ 大根 961
（月） 根菜の味噌汁　　みかんヨーグルト みそ　いわし粉　ヨーグルト 38.4

マーボー豆腐 米　砂糖　ごま油　油 玉ねぎ　ねぎ　にんじん　生姜　にんにく

２８日 ごはん 牛乳 もやしの中華和え 片栗粉　三温糖 牛乳　木綿豆腐　豚肉　みそ 干し椎茸　グリンピース　もやし　きゅうり 705

（火） 舞茸のスープ コーン　小松菜　舞茸　えのきたけ　ごぼう 24.8

タンドリーチキン　　水菜スープ パン　ごま　油　マカロニ にんじん　きゅうり　コーン　水菜

２９日 セサミ 牛乳 マカロニサラダ ドレッシング　三温糖 牛乳　鶏もも肉　ヨーグルト 玉ねぎ　えのきたけ 771

（水） バーンズ （コールスロードレッシング） 33.0

たこナゲット③ 米　小麦粉　油　ごま油 牛乳　たこ　いか　たら 枝豆　きゅうり　にんじん　きゃべつ

３０日 ごはん 牛乳 親豆小豆サラダドレッシング和え 三温糖　里芋 大豆　豚肉　木綿豆腐 白菜　大根　こんにゃく　ごぼう　ねぎ 805

（木） 豚汁 みそ　いわし粉 34.1
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　１１ 月分予定献立表

日付
(曜日)

献立（こんだて）
熱量(Kcal)
たんぱく質（g）

月平均栄養摂取量

kcal

ｇ

※ 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


