
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

ごはん ★イカフライ（ソース） 牛乳、いか、かつおぶし、のり 米、砂糖、小麦粉、パン粉、油

２日 のりふりかけ 牛乳 豚肉と里芋のにもの 豚肉 里芋、三温糖、油 こんにゃく、にんじん、枝豆 637 796
（月） ◇恩納もずくの日 もずくととうがんのみそ汁 もずく、とうふ、みそ えのきだけ、とうがん、チンゲン菜、長ねぎ 25.1 30.1

食パン サーモンムニエル 牛乳、さけ パン、ジャム、小麦粉、バター、油

３日 牛乳 なすとトマトのスパゲティー ベーコン スパゲティー、三温糖、オリーブ油 なす、玉ねぎ、ぶなしめじ、トマト、にんにく 736 890
（火） いちごジャム じゃが芋と野菜のスープ じゃが芋 にんじん、キャベツ、とうもろこし、椎茸、チンゲン菜 27.8 33.4

中華めん 酸辣湯麵＜サンラータンメン＞ 牛乳、豚肉、とうふ 中華めん、でん粉、ごま油、ラー油、油 玉ねぎ、筍、にんじん、長ねぎ、チンゲン菜、ぶなしめじ

４日 牛乳 にたまご 鶏卵 三温糖 641 767
（水） わかめと野菜のあえもの（塩ドレッシング） わかめ ドレッシング キャベツ、もやし、小松菜、にんじん 29.0 33.6
〇 ごはん 星型コロッケ（ソース） 牛乳、鶏肉、豚肉 米、じゃが芋、パン粉、でん粉、小麦粉、油 玉ねぎ

５日 牛乳 野菜炒め 豚肉 油 にんじん、キャベツ、もやし、ピーマン 689 848
（木） 七夕汁　　　七夕ゼリー 鶏肉、とうふ、なると そうめん　　ゼリー オクラ、にんじん、小松菜、椎茸、糸みつば、生姜 23.7 28.3

ごはん 肉だんごのあまずあん 牛乳、鶏肉 米、パン粉、砂糖、油 玉ねぎ

６日 牛乳 ひじきとさつまあげのにもの ひじき、さつま揚げ 三温糖 にんじん、こんにゃく、枝豆 621 805
（金） みそ汁 とうふ、油揚げ、みそ えのきだけ、玉ねぎ、小松菜、長ねぎ 24.3 30.2
〇 麦ごはん さばのたつたあげ 牛乳、さば 米、麦、でん粉、油 生姜

９日 牛乳 ★五目きんぴら 豚肉 ごま、三温糖、ごま油、油 ごぼう、にんじん、こんにゃく 701 881
（月） チンゲン菜のみそ汁 とうふ、わかめ、油揚げ、みそ 玉ねぎ、チンゲン菜、長ねぎ 26.0 31.4

こどもパン チーズオムレツ 牛乳、鶏卵、チーズ パン、砂糖 玉ねぎ、にんじん

１０日 牛乳 ラタトゥイユ ウィンナー 三温糖、オリーブ油 なす、ズッキーニ、ピーマン、パプリカ、玉ねぎ、トマト 695 872
（火） コンソメスープ キャベツ、もやし、とうもろこし、にんじん、ほうれん草 27.1 32.5

地粉うどん カレーなんばん 牛乳、豚肉、かまぼこ 地粉うどん、カレールウ、砂糖、でん粉、油 玉ねぎ、長ねぎ、椎茸

１１日 牛乳 ★シーフードかまぼこのしょうがあん かまぼこ（たら、いか、えび） でん粉、三温糖、油 えのきだけ、にんじん、生姜 637 772
（水） 野菜のおひたし（きざみのり・しょうゆ） のり キャベツ、もやし、にんじん、枝豆 27.8 32.7

ごはん えびしゅうまい 牛乳、たら、えび 米、でん粉、砂糖、エビ油 玉ねぎ

１２日 牛乳 はるさめの中華サラダ（中華ドレッシング） わかめ はるさめ、ドレッシング 切干大根、キャベツ、きゅうり、にんじん 672 858
（木） マーボーどうふ とうふ、豚肉、みそ 三温糖、でん粉、ごま油、油 にんじん、筍、玉ねぎ、長ねぎ。椎茸、生姜、にんにく 26.2 31.7
〇 ごはん とり天 牛乳、鶏肉 米、小麦粉、でん粉、油 生姜

１３日 牛乳 きゅうりのサラダ（和風ドレッシング） ドレッシング もやし、キャベツ、きゅうり、小松菜、にんじん 666 840
（金） だんご汁 とうふ、油揚げ、みそ 小麦粉、でん粉 にんじん、大根、椎茸、長ねぎ 27.8 35.7

１６日

（月）

パインパン ♦★ポークチャップ 牛乳、豚肉 パン、小麦粉、油 玉ねぎ、トマト、りんご

１７日 牛乳 かぼちゃのサラダ（マヨネーズ） じゃが芋、マヨネーズ かぼちゃ、枝豆、とうもろこし 741 955
（火） ベーコンと豆のスープ ベーコン、ひよこ豆、レッドキドニー 玉ねぎ、にんじん、キャベツ、パセリ 28.3 35.4

ごはん ミニスコッチエッグ 牛乳、鶏肉、うずら卵、鶏卵 米、パン粉、砂糖 玉ねぎ、生姜

１８日 牛乳 肉じゃが 豚肉 じゃが芋、三温糖、油 にんじん、玉ねぎ、こんにゃく、枝豆 777 916
（水） さわにわん　　シークワーサータルト 油揚げ、みそ 油　　　シークワーサータルト ごぼう、にんじん、筍、しらたき、椎茸、長ねぎ、小松菜 27.7 30.9

ナン サモサ 牛乳、いんげん豆 ナン、じゃが芋、ごま、小麦粉、油 玉ねぎ、にんじん

１９日 牛乳 キーマカリー 豚肉 カレールウ、三温糖、油 セロリ、にんじん、玉ねぎ、トマト、生姜、にんにく、りんご 651 805
（木） モロヘイヤのスープ　　ヨーグルト ヨーグルト ごま、でん粉、油 モロヘイヤ、筍、玉ねぎ、にんじん、長ねぎ 25.1 29.8

ごはん ハムかつ（ソース） 牛乳、ハム 米、砂糖、小麦粉、でん粉、パン粉、油

２０日 牛乳 おひたし（かつおぶし・しょうゆ） かつおぶし キャベツ、にんじん、小松菜、れんこん 681 812
（金） 豚肉ととうふのチゲ 豚肉、とうふ、みそ 三温糖、ごま、ごま油、油 白菜、もやし、にんじん、にら、ぶなしめじ、長ねぎ 25.6 29.5

月平均栄養摂取量 682 844
26.5 31.8

バーガーパン てりやきハンバーグ 牛乳、鶏肉、豚肉 パン、砂糖、三温糖、でん粉 玉ねぎ、生姜、にんにく

２８日 牛乳 ポテトサラダ（マヨネーズ） じゃが芋、マヨネーズ にんじん、枝豆、とうもろこし 747 941
（火） ベーコンと野菜のスープ ベーコン セロリ、キャベツ、にんじん、玉ねぎ、ほうれん草 29.0 36.1

ソフトめん 肉みそあんかけ 牛乳、豚肉、みそ ソフトめん、三温糖、でん粉、ごま油、油 椎茸、にんじん、玉ねぎ、長ねぎ、生姜、にんにく

２９日 牛乳 ちくわのいそべあげ ちくわ、あおさ 小麦粉、でん粉、油 694 826
（水） こんにゃくサラダ（青じそドレッシング） こんにゃく、キャベツ、にんじん、きゅうり、もやし 29.0 32.8

ごはん 鶏のさっぱりに 牛乳、鶏肉 米、三温糖 生姜、にんにく

３０日 牛乳 ゴーヤチャンプル― 豚肉、とうふ、かつおぶし 三温糖 ゴーヤ、にんじん、もやし 667 844
（木） みそ汁 油揚げ、わかめ、みそ 大根、小松菜、長ねぎ 31.3 38.4

ごはん 八宝菜 牛乳、豚肉、うずら卵、なると 米、三温糖、でん粉、ごま油、油 筍、椎茸、きくらげ、ピーマン、玉ねぎ、にんじん、白菜

３１日 牛乳 ひややっこ（パックしょうゆ） とうふ 639 819
（金） 切干大根サラダ（バンバンジードレッシング） ドレッシング 切干大根、キャベツ、小松菜、にんじん 25.6 31.7

月平均栄養摂取量 687 858
28.7 34.8

（給食回数４回）
　　　　８月分予定献立表（Aコース）

海の日

　　　　７月分予定献立表（Aコース） （給食回数１４回）

日付
(曜日)

献立
こんだて 熱量(Kcal)

　たんぱく質

○印は「久喜市内統一メニュー」です。

○５日 【行事食（七夕献立）】

○９日 【教科関連献立（小学６年生保健・中学３年生保健体育 病気の予防・健康な生活と疾病の予防）】

○１３日【郷土・イベントに関連した料理（大分県）】

「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。

※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） 煮干し 九州 キャベツ 茨城 筍 愛媛

パン 埼玉、アメリカ、カナダ いか 南米 もやし 栃木 糸みつば 茨城

麺 埼玉、アメリカ、カナダ さば ノルウェー パセリ 茨城 モロヘイヤ 群馬

牛乳 埼玉、栃木、北海道など 長ねぎ 久喜 白菜 茨城、長野 ほうれん草 茨城

じゃが芋 久喜 にんじん 茨城 とうもろこし 北海道

玉ねぎ 久喜 にら 茨城、千葉 枝豆 インドネシア

かぼちゃ 久喜 とうがん 愛媛 トマト 埼玉、千葉

卵 卵 千葉、茨城、埼玉他 きゅうり 埼玉 パプリカ 韓国、ニュージーランド れんこん 茨城

小松菜 埼玉、茨城 ズッキーニ 栃木 えのきだけ 埼玉

大根 茨城 生姜 鹿児島、高知 ぶなしめじ 長野

なす 埼玉 にんにく 青森 切干大根 宮崎

チンゲン菜 茨城 ごぼう 茨城 干ししいたけ 宮崎、大分

鮭 北海道 セロリ 茨城 里芋 茨城 ひじき 韓国

厚削り 静岡 ピーマン 茨城 オクラ 沖縄 わかめ 韓国
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平成３０年度　学校給食使用食材の産地　（久喜地区）
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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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豚肉 千葉、神奈川

鶏肉 宮崎、鹿児島他
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