
久喜市教育委員会
平成３０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

ごはん 和風きんぴら包み焼き 牛乳、鶏肉、豆腐、鶏皮、大豆 米、砂糖、油、ごま、三温糖 玉ねぎ、ごぼう、にんじん、しょうが

１日 牛乳 あぶら麩の煮物 鶏肉 油、小麦粉、三温糖 玉ねぎ、にんじん、枝豆、たけのこ、しいたけ 673 857
（木） みそけんちん 豆腐、油揚げ、みそ 油、 里芋、ごぼう、こんにゃく、大根、にんじん、ねぎ、小松菜 27.1 33.3

ごはん 鮭のバターしょうゆ 牛乳、鮭 米、小麦粉、油、バター

２日 牛乳 豚肉と里芋の旨煮 豚肉 油、三温糖 里芋、こんにゃく、にんじん、インゲン 594 742
（金） すまし汁 わかめ、油揚げ 大根、ねぎ、小松菜 25.9 31.1

茶めし おでん 牛乳、たこボール、揚げボール、がんも、昆布、うずらの卵、ちくわ 米 大根、にんじん、こんにゃく

５日 牛乳 みそポテト じゃが芋、天ぷら粉、油、三温糖 ゆず 687 853
（月） 野菜の和えもの（柑橘風味ドレッシング） ドレッシング もやし、キャベツ、小松菜、にんじん 25.4 29.9

バーガーパン クリームコロッケ 牛乳、豆乳 バーガーパン、パン粉、小麦粉、でん粉、砂糖、油 玉ねぎ、とうもろこし

６日 牛乳 サラダ（サウザンドレッシング） ドレッシング キャベツ、きゅうり、にんじん、枝豆、パプリカ赤 770 921
（火） ミネストローネ　みかんクレープ ベーコン オリーブ油、じゃが芋、三温糖、みかんクレープ ニンニク、セロリ、にんじん、玉ねぎ、トマト 23.4 28.2

地粉うどん ごまみそうどん 牛乳、豚肉、みそ 地粉うどん、油、三温糖、ごま、ごま油、でん粉 ニンニク、しょうが、玉ねぎ、にんじん、ねぎ、しいたけ

７日 【ごまの日】 牛乳 だし巻き卵 卵 でん粉、油、砂糖 708 842
（水） 磯香おひたし（しょうゆ、刻みのり） のり もやし、ほうれん草、キャベツ、にんじん 26.6 30.5

ごはん サバの塩焼き 牛乳、サバ 米

８日 牛乳 ★蓮根のきんぴら 鶏肉 油、三温糖、ごま油 ごぼう、れんこん、こんにゃく、にんじん、枝豆、パパイヤ 671 826
（木） みそ汁　　彩の国納豆 わかめ、油揚げ、みそ、納豆 キャベツ、玉ねぎ、しめじ 29.9 34.7

ごはん 森のカレー　　★いわしのカリカリフライ 牛乳、豚肉、脱脂粉乳、いわし 米、油、じゃが芋、カレールゥ、でん粉、玄米粉 ニンニク、しょうが、にんじん、玉ねぎ、しめじ、えのきだけ、マッシュルーム、エリンギ、しいたけ

９日 牛乳 ★こんにゃく入りサラダ（青じそドレッシング） ドレッシング こんにゃく、キャベツ、きゅうり、にんじん 721 966
（金） 中〉コアヨーグルト 中〉コアヨーグルト 24.2 31.4
〇 黄金めし ★しゃくし菜餃子 牛乳、豚肉 米、きび、小麦粉、パン粉、砂糖、油 しゃくし菜、キャベツ

１２日 【埼玉県郷土料理】 牛乳 鶏肉とねぎのみそ炒め 鶏肉、みそ 油、三温糖、でん粉 ニンニク、ねぎ、玉ねぎ、もやし、にんじん、りんごクリーム、 663 839
（月） 煮ぼうとう 豚肉、油揚げ ほうとう ごぼう、にんじん、大根、しめじ、ねぎ、しいたけ、こんにゃく 28.4 35.3

米粉入り食パン ミートオムレツ（トマトケチャップ） 牛乳、卵、鶏肉、豚肉 米粉り食パン、砂糖、油、パン粉 玉ねぎ、にんじん

１３日 牛乳 きのこスパゲティー ベーコン スパゲティー、オリーブ油 ニンニク、玉ねぎ、エリンギ、しめじ、にんじん、パセリ 754 923
（火） りんごジャム 野菜スープ 油、りんごジャム セロリ、玉ねぎ、キャベツ、もやし、にんじん、コーン、しいたけ、チンゲンサイ 28.1 32.7
１４日
（水）

ごはん 肉団子の甘酢あんかけ 牛乳、豚肉 米、でん粉、砂糖、三温糖、パン粉 玉ねぎ、しょうが

１５日 牛乳 野菜のナムル（韓国ナムルドレッシング） ドレッシング キャベツ、小松菜、にんじん、もやし 643 831
（木） スンドゥブチゲ 豚肉、豆腐、あさり、みそ 油、三温糖、ごま油 ニンニク、しょうが、キムチ、白菜、大根、にら、ねぎ、しいたけ 27.3 34.3

ごはん 魚の照焼き 牛乳、モーカ 米、砂糖

１６日 牛乳 大根のそぼろ煮 鶏肉 油、三温糖、でん粉 大根、にんじん、こんにゃく、枝豆 626 775
（金） えのきと若布のみそ汁 わかめ、油揚げ、みそ じゃが芋 えのきだけ、玉ねぎ、ねぎ、 27.6 32.7

ごはん 油淋鶏 牛乳、鶏肉 米、でん粉、油、三温糖、ごま油 ねぎ、しょうが、ニンニク

１９日 牛乳 春雨の中華炒め 豚肉 春雨、油、ごま油 キャベツ、にんじん、きくらげ、もやし、ピーマン 616 810
（月） 白菜の中華スープ　　★中〉アーモンドフィッシュ 中〉いわし ごま、でん粉　中〉アーモンド、ごま 白菜、玉ねぎ、にんじん、しいたけ、小松菜 25.9 33.8

こどもパン カレーハムロールフライ 牛乳、ソーセージ こどもパン、砂糖、油、カレー粉、パン粉 玉ねぎ、にんじん

２０日 牛乳 コーンサラダ（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、コーン 791 929
（火） さつま芋のシチュー　お米のタルト 鶏肉、脱脂粉乳、生クリーム 油、ベシャメルソース、ホワイトルゥ、お米のタルト にんじん、玉ねぎ、マッシュルーム、さつまいも、ブロッコリー 25.4 29.6

地粉うどん お切り込み 牛乳、鶏肉 地粉うどん、油、三温糖 大根、にんじん、白菜、ほうれん草、ねぎ、しめじ、しいたけ

２１日 牛乳 彩の国肉まん 豚肉 小麦粉、砂糖、ラード、ベーキングパウダー、パン粉、ごま油 玉ねぎ、キャベツ、干しいたけ 637 743
（水） 野菜のお浸し（しょうゆ、かつお節） かつお節 キャベツ、もやし、にんじん、小松菜 26.5 30.5
〇 ごはん さんまのかば焼き 牛乳、さんま 米、でん粉、油、三温糖

２２日 【和食の日】 牛乳 切干大根の含め煮 鶏肉、油揚げ 油、三温糖 切干大根、にんじん、こんにゃく、インゲン 686 870
（木） あられはんぺんのすまし汁 あられはんぺん、わかめ にんじん、たけのこ、ねぎ、チンゲンサイ 25.8 31.2
２３日
（金）

ごはん 鶏信田のきのこあん 牛乳、鶏肉、油揚げ、豆腐、卵白 米、油、三温糖、でん粉、小麦粉 玉ねぎ、しめじ、えのきだけ、しいたけ、にんじん

２６日 牛乳 ひじきの煮物 鶏肉、ひじき 三温糖 ごぼう、しいたけ、にんじん、こんにゃく、枝豆 634 774
（月） じゃがいものみそ汁 油揚げ、みそ じゃが芋 大根、ねぎ、小松菜 24.7 28.4

ドックパン 🔶じゃが芋とアンチョビのグラタン 牛乳、アンチョビー、脱脂粉乳、生クリーム、チーズ ドックパン、油、バター、ベシャメルソース、じゃが芋 ニンニク、玉ねぎ、とうもろこし

２７日 【スウェーデン料理】 牛乳 野菜サラダ（フレンチドレッシング） ドレッシング ブロッコリー、キャベツ、にんじん、きゅうり 729 914
（火） 豆のスープ（アートソッパ） 豚肉、レンズ豆 油 セロリ、玉ねぎ、にんじん 27.9 33.7

中華めん 豆腐ラーメン 牛乳、豚肉、豆腐、わかめ 中華めん、油、三温糖、でん粉 しょうが、ニンニク、にんじん、ねぎ

２８日 牛乳 きなこ揚げパン きな粉 コッペパン、油、三温糖 759 876
（水） 大根サラダ（バンバンジードレッシング） ドレッシング 大根、キャベツ、にんじん、きゅうり 26.9 30.6
〇 玄米ごはん ねぎみそパオズ 牛乳、豚肉、みそ 米、玄米、でん粉、ごま油、小麦粉、砂糖 ねぎ、キャベツ、玉ねぎ、にら、しょうが

２９日 【教科関連献立】 牛乳 枝豆サラダ（玉ねぎドレッシング） ドレッシング キャベツ、もやし、きゅうり、にんじん、枝豆 706 857
（木） 呉汁　　りんご 大豆、油揚げ、みそ 大根、にんじん、こんにゃく、白菜、かぼちゃ、ねぎ、小松菜、りんご 26.0 29.5

ごはん かに玉 牛乳、卵、かに 米、砂糖、三温糖、でん粉 キャベツ、しいたけ

３０日 牛乳 ★鶏肉とカシューナッツの炒め物 鶏肉、大豆 油、カシューナッツ、三温糖、ごま油、でん粉 しょうが、ニンニク、たけのこ、玉ねぎ、にんじん、ピーマン、パプリカ赤、しいたけ 665 827
（金） もやしとにらの中華スープ 豚肉 油、ごま油 もやし、にら、キャベツ、にんじん、きくらげ 27.6 32.8

月平均栄養摂取量 687 849
26.5 31.7

埼玉県民の日

勤労感謝の日

　　　　１１月分予定献立表（Aコース） （給食回数２0回）

日付
(曜日)

献立
こんだて 　　　熱量(Kcal)

　　　たんぱく質（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

◆印は「新メニュー」です
★印は「カミカミ献立」です

○印は「久喜市内統一メニュー」です

○１２日【行事食（埼玉県郷土料理）】 ○２２日【郷土・イベントに関連した料理（和食の日）】

○２９日【教科関連献立（小学5年生 社会 １００％国産の給食）】

「中＞〇〇」は、中学生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。


