
久喜市教育委員会   
平成３０年度 全農食品久喜事業所
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主食 飲物 おかず （あか） （きいろ） （みどり） 小学生 中学生

バーガーパン ハーブチキン 牛乳、鶏肉 バーガーパン、オリーブオイル にんにく、バジル

１日 牛乳 ペンネのトマトソース ベーコン ペンネ、オリーブオイル、三温糖 にんにく、玉ねぎ、マッシュルーム、トマト、パセリ 641 794

（火） わかめとコーンのスープ わかめ とうもろこし、チンゲン菜、にんじん 29.0 33.2

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

２日 牛乳 えびしゅうまい 魚肉、えび でん粉、小麦粉、砂糖、エビ油 玉ねぎ 678 857

（水） 昆布と野菜のナムル（韓国ナムルドレッシング） 昆布 ドレッシング 小松菜、キャベツ、にんじん 28.4 35.6

３日

４日

５日

〇 筍ごはん かつおの竜田おろしあん 牛乳、鶏肉、油揚げ、かつお 米、三温糖、油、でん粉 たけのこ、にんじん、糸こんにゃく、大根、葉ねぎ

７日 牛乳 磯香あえ（しょうゆ・刻みのり） のり もやし、キャベツ、小松菜、にんじん、れんこん 689 844

（月） 山菜汁　　　　　柏餅 豆腐、みそ 柏餅 わらび、ぜんまい、細竹、えのきだけ、にんじん、しいたけ、ねぎ 29.6 35.8

食パン ツナマカロニグラタン 牛乳、ツナ、チーズ、脱脂粉乳 食パン、ジャム、マカロニ、生クリーム、ホワイトルウ 玉ねぎ、とうもろこし、アスパラガス

８日 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、にんじん、きゅうり、黄パプリカ 744 885

（火） みかんジャム ミネストローネ ベーコン じゃがいも、オリーブオイル セロリ、にんじん、玉ねぎ、トマト、にんにく、パセリ 26.7 32.9

ソフトめん ミートソース 牛乳、豚肉、脱脂粉乳 ソフトめん、ハヤシルウ、三温糖、でん粉、油 玉ねぎ、ピーマン、にんじん、にんにく、トマト

９日 牛乳 コーンフライ 小麦粉、パン粉 とうもろこし 745 925

（水） 海藻サラダ（バンバンジードレッシング） わかめ、茎わかめ、昆布 ドレッシング キャベツ、もやし、にんじん、きゅうり 25.8 31.4

ごはん いわしの甘露煮 牛乳、いわし、かつお節 米、三温糖、でん粉 生姜

１０日 牛乳 筍の土佐煮 ちくわ、かつお節 三温糖 たけのこ、れんこん、こんにゃく、にんじん 657 821

（木） おかかふりかけ 新玉ねぎのみそ汁　　　　アセロラゼリー 豆腐、油揚げ、みそ アセロラセリー 玉ねぎ、小松菜、ねぎ 29.0 35.6

ごはん さばの有馬焼き 牛乳、さば 米

１１日 牛乳 新じゃが芋のそぼろ煮 鶏肉 じゃがいも、三温糖、油 にんじん、玉ねぎ、こんにゃく、いんげん 664 822

（金） みそ汁 油揚げ、みそ 大根、小松菜、えのきだけ、ねぎ 28.3 33.3

〇 ごはん ビビンバ・肉 牛乳、豚肉、みそ 米、ごま、三温糖、ごま油 にんじん、玉ねぎ、ぜんまい、にら、りんご、生姜、にんにく

１４日 牛乳 ビビンバ・ゆで野菜 にんじん、大根、大豆もやし、ほうれん草 636 793

（月） 豆のスープ ウインナー、大豆 白いんげん豆、油 にんじん、キャベツ、とうもろこし、パセリ 29.6 34.7

ドックパン フランクの鉄板焼きトマトソース 牛乳、フランク ドックパン、三温糖 トマト、玉ねぎ

１５日 牛乳 磯ポテトサラダ（マヨネーズ） ひじき じゃがいも、三温糖、マヨネーズ にんじん、きゅうり、とうもろこし 779 998

（火） ポタージュ・サンジェルマン 脱脂粉乳、油、チーズ ホワイトルウ、生クリーム、油 グリンピース、とうもろこし、玉ねぎ 26.8 33.5

地粉うどん 山菜うどん 牛乳、鶏肉、油揚げ、かまぼこ 地粉うどん、三温糖、油 にんじん、ごぼう、筍、しいたけ、わらび、ぜんまい、細竹、ねぎ

１６日 牛乳 厚焼卵　　　　　中＞パンナコッタ 卵 砂糖、でん粉　　　　中＞パンナコッタ 643 817

（水） 枝豆と野菜の和風和え（和風ドレッシング） ドレッシング キャベツ、にんじん、もやし、枝豆 28.0 33.3

ピラフ ★クリスピーチキン 牛乳、ハム、鶏肉 米、油、小麦粉 にんじん、玉ねぎ、とうもろこし、ピーマン、にんにく

１７日 牛乳 サラダ（フレンチドレッシング） ドレッシング キャベツ、きゅうり、にんじん 729 894

（木） クラムチャウダー あさり、ベーコン、脱脂粉乳 じゃがいも、ホワイトルウ、生クリーム、油 玉ねぎ、にんじん、マッシュルーム、パセリ 28.2 32.2

ごはん ミートカレー 牛乳、鶏肉、脱脂粉乳 米、じゃがいも、カレールウ、油 にんじん、玉ねぎ、りんご、にんにく、生姜

１８日 牛乳 いかのナゲット（ケチャップ） いか、たら 砂糖、小麦粉、油 715 934

（金） アスパラガスのサラダ（かんきつドレッシング） ドレッシング キャベツ、アスパラガス、とうもろし、きゅうり、にんじん 24.1 31.5

ごはん はんぺんフライ（ソース） 牛乳、はんぺん、卵 米、パン粉、小麦粉、でん粉 やまいも

２１日 牛乳 きんぴらごぼう 三温糖、ごま、ごま油 ごぼう、にんじん。れんこん、こんにゃく、いんげん 675 837

（月） 豚汁 豚肉、みそ じゃがいも、油 にんじん、大根、玉ねぎ、もやし、ねぎ、にんにく、生姜 23.7 27.9

ツイストパン プレーンオムレツ（ケチャップ） 牛乳、卵 ツイストパン、砂糖

２２日 牛乳 焼きそば 豚肉、あおさ 中華めん 玉ねぎ、キャベツ、にんじん、ピーマン 677 776

（火） レタスのスープ 豆腐 にんじん、レタス。ぶなしめじ。しいたけ 28.8 32.9

中華めん 台湾ラーメン 牛乳、豚肉 中華めん、三温糖、でん粉、ごま油、油 にんじん、もやし、メンマ（たけのこ）、ねぎ、にら、にんにく、生姜

２３日 牛乳 お好み焼き（ソース）　　★中＞アーモンドフィッシュ 豚肉　　　　中＞かたくちいわし 小麦粉、米粉、じゃがいも　　中＞アーモンド、ごま キャベツ 628 795

（水） 大根サラダ（塩ドレッシング） 大根、キャベツ、にんじん、きゅうり 23.9 30.6

〇 発芽玄米 鮭の南蛮漬け 牛乳、鮭 米、発芽玄米、三温糖、でん粉 玉ねぎ

２４日 ごはん 牛乳 ひじきの煮物 ひじき、大豆 三温糖、油 こんにゃく、にんじん、ごぼう、枝豆 669 834

（木） わかめスープ わかめ、豆腐、うずら卵 にんじん、ねぎ、チンゲン菜 28.3 33.9

ごはん メンチかつ（ソース） 牛乳、豚肉 米、パン粉、油 玉ねぎ

２５日 牛乳 おひたし（かつお節・しょうゆ） かつお節 キャベツ、もやし、にんじん。小松菜、きゅうり 628 781

（金） みそ汁 豆腐、油揚げ、みそ 大根、えのきだけ、ねぎ 25.8 30.4

ごはん ◆豚丼 牛乳、豚肉 米、三温糖 玉ねぎ、筍、枝豆、生姜

２８日 牛乳 ★みそ田楽 みそ ごま、でん粉 こんにゃく 691 858

（月） 野菜のおひたし（しょうゆ・刻みのり） のり もやし、キャベツ、小松菜、にんじん、ぶなしめじ、れんこん 24.6 29.3

黒パン フリカデラ【デンマークミートボール】 牛乳、豚肉 黒パン、ハヤシルウ、デミグラスソース、三温糖 玉ねぎ、りんご、にんにく、生姜

２９日 牛乳 ◆ブランデ・キャルリフ【マッシュポテト】 ベーコン、チーズ、牛乳 じゃがいも、バター、生クリーム、油 玉ねぎ、パセリ 741 898

（火） 野菜スープ 鶏肉 セロリ、にんじん、玉ねぎ、とうもろこし、マッシュルーム、アスパラガス 27.7 32.4

地粉うどん きつねうどん 牛乳、油揚げ、豚肉、かまぼこ、わかめ 地粉うどん、三温糖、油 ねぎ、えのきだけ、しいたけ、ほうれん草

３０日 牛乳 ★笹かまの緑茶揚げ　　　　　パイン 笹かまぼこ でん粉、小麦粉、砂糖、油 パイナップル 709 849

（水） 野菜の和風和え（和風ドレッシング） 昆布 ドレッシング キャベツ、小松菜、にんじん、きゅうり 29.3 33.9

ごはん 千草焼き 牛乳、のり、卵、鶏肉 米、砂糖、でん粉、ごま ごぼう、玉ねぎ、しいたけ、生姜、にんにく、ほうれん草、にんじん

３１日 牛乳 切り干し大根の煮物 豚肉、油揚げ 三温糖 切干大根、にんじん、しいたけ、枝豆 634 844

（木） のりの佃煮 たぬき汁　　　　　中＞ヨーグルト ちくわ、みそ　　　中＞ヨーグルト 油 こんにゃく、ごぼう、にんじん、ぶなしめじ、ねぎ、小松菜 28.2 36.1

５月平均栄養摂取量 684 850

27.3 32.9

みどりの日

こどもの日

憲法記念日

　　　　🎏５月分予定献立表（Aコース）🏃💨 （給食回数２１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○７日 【行事食（こどもの日のお祝い献立）】

○１４日【教科関連献立（小学５年生理科・中学１年生地理 種子の発芽と成長・世界の食事）】

○２４日【郷土・イベントに関連した料理（市内陸上大会・部活動大会応援メニュー】

○印は「久喜市内統一メニュー」です

 ５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） あさり 熊本、愛知他 にら　 茨城 メンマ ベトナム

パン 埼玉、アメリカ、カナダ いわし 茨城 にんじん　 茨城 ぜんまい 秋田

麺 埼玉、アメリカ、カナダ サケ 北海道 しょうが 鹿児島、高知 蓮根 茨城

牛乳 埼玉、栃木、北海道など いかナゲット　 ペルー にんにく 青森 えのき 埼玉

ごぼう　 茨城 しめじ 長野

とうもろこし 北海道 マッシュルーム 茨城

パセリ　 茨城 切干大根　 宮崎

卵 卵 新潟、富山他 葉ねぎ　 静岡 カットインゲン タイ

小松菜　 久喜 パプリカ 韓国、ニュージーランド 枝豆 インドネシア

大根　 久喜 バジル　 千葉 新じゃがいも　 長崎、北海道

むきキャベツ　 久喜 ピーマン　 茨城 きくらげ 熊本

きゅうり　 久喜 ほうれん草 茨城 ほししいたけ 宮崎、大分

さば ノルウェー 長ネギ 久喜 もやし　 栃木 小芽ひじき 韓国

カジキ ベトナム 玉ねぎ 北海道 大豆もやし　 茨城 カットわかめ 韓国

かつお 静岡 アスパラガス　 長野 レタス　 長野

厚削り 静岡 セロリ　 茨城 ローズマリー　 千葉

煮干し 九州 チンゲンサイ　 茨城 たけのこ 愛媛
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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。
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