
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

パエリア トルティージャ 牛乳、えび、いか、あさり、卵、チーズ 米、じゃが芋、でん粉、砂糖、オリーブ油 玉ねぎ、パプリカ、トマト、にんにく

３日 牛乳 タコのガリシア風サラダ（イタリアンドレッシング） タコ ドレッシング キャベツ、にんじん、きゅうり 639 774
（月） ♢スペイン料理 ガスパチョ風スープ ベーコン 三温糖、オリーブ油 セロリ、トマト、玉ねぎ、ピーマン、パプリカ、にんにく 25.4 29.4

ごはん 黒酢酢豚 牛乳、豚肉 米、でん粉、三温糖、油 玉ねぎ、にんじん、筍、パプリカ、ピーマン、椎茸、生姜

４日 牛乳 海そうサラダ（塩ドレッシング） わかめ、茎わかめ、こんぶ ドレッシング もやし、キャベツ、にんじん、きゅうり 634 789
（火） ♢黒酢の日 中華風コーンスープ 鶏肉 春雨、でん粉、ごま油 とうもろこし、ぶなしめじ、玉ねぎ、チンゲン菜、長ねぎ 25.1 29.8

中華めん 塩ラーメン 牛乳、豚肉 中華めん、でん粉、油 とうもろこし、もやし、にら、にんじん、チンゲン菜、長ねぎ

５日 牛乳 ★いそぎょうざ 豚肉、鶏肉、ひじき 小麦粉、でん粉、砂糖、ごま油、油 キャベツ、長ねぎ、椎茸、生姜 641 796
（水） 中華サラダ（中華ドレッシング） ドレッシング キャベツ、小松菜、にんじん、きゅうり 25.0 30.3

ごはん さばのみそだれ 牛乳、さば、みそ 米、でん粉、三温糖 生姜

６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 646 803
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菊花すまし とうふ、わかめ 菊、大根、長ねぎ 25.1 30.3
発芽玄米ごはん 夏野菜カレー 牛乳、豚肉、脱脂粉乳 米、発芽玄米、じゃが芋、カレールウ、油 かぼちゃ、なす、玉ねぎ、にんじん、ズッキーニ、トマト

７日 牛乳 サラダ（和風ドレッシング） ドレッシング キャベツ、きゅうり、小松菜、とうもろこし 703 941
（金） きょほう　　　　★中＞アーモンドフィッシュ 中＞かたくちいわし 中＞アーモンド、ごま きょほう 23.0 31.7

ごはん はるまき 牛乳、鶏肉 米、春雨、でん粉、小麦粉、砂糖、油 玉ねぎ、キャベツ、もやし、にんじん、筍

１０日 牛乳 野菜の中華いため 豚肉 春雨、ごま油、油 キャベツ、にんじん、ピーマン 681 931
（月） ワンタンスープ　　　中＞ヨーグルト 鶏肉　　　　中＞ヨーグルト ワンタン、ごま油、油 チンゲン菜、白菜、にんじん、長ねぎ、椎茸 23.9 30.5
○ ツイストパン ◆フィッシュ＆チップス 牛乳、ホキ、オキアミ、あおさ パン、じゃが芋、小麦粉、米粉、砂糖、油

１１日 牛乳 カラフルサラダ（サウザンドレッシング） ドレッシング キャベツ、きゅうり、パプリカ 712 894
（火） ◆アイリッシュシチュー【肉じゃが風にこみ】 牛肉 じゃが芋、油 セロリ、にんじん、玉ねぎ、マッシュルーム、ヤングコーン 27.4 33.2

地粉うどん 豚キムチうどん 牛乳、豚肉、みそ 地粉うどん、三温糖、ごま油、油 玉ねぎ、大根、にんじん、筍、長ねぎ、椎茸、白菜、生姜

１２日 牛乳 かにしゅうまい　　　　れいとうみかん スケトウダラ、カニ でん粉、小麦粉、砂糖 玉ねぎ　　　れいとうみかん 656 780
（水） 野菜のおひたし（かつおぶし・しょうゆ） かつおぶし キャベツ、もやし、にんじん、小松菜 26.7 30.6

ごはん さんまのみぞれに 牛乳、さんま 米、三温糖 大根

１３日 牛乳 ひじきの五目に ひじき、鶏肉 じゃが芋、三温糖、油 にんじん、こんにゃく、枝豆 695 957
（木） 鶏つくね汁 鶏肉、みそ 砂糖、パン粉、でん粉、油 にんじん、ごぼう、大根、ぶなしめじ、小松菜、長ねぎ 26.4 36.1

ごはん イカのピリから焼き 牛乳、かつおぶし、のり、いか 米、砂糖、ごま油 にんにく、生姜

１４日 牛乳 もやしと小松菜のあえもの（かんきつ風味ドレッシング） キャベツ、にんじん、もやし、小松菜 606 744
（金） おかかふりかけ みそけんちん　　フルーツあんにんどうふ とうふ、みそ 里芋、油　　　　　フルーツあんにんどうふ ごぼう、こんにゃく、大根、にんじん、長ねぎ 25.8 30.3
１７日

（月）

バターロール かぼちゃグラタン 牛乳、脱脂粉乳、生クリーム、チーズ パン、マカロニ、ホワイトルウ かぼちゃ、玉ねぎ

１８日 牛乳 サラダ（玉ねぎドレッシング） ドレッシング キャベツ、にんじん、きゅうり、とうもろこし 641 793
（火） コンソメスープ にんじん、もやし、椎茸、チンゲン菜、ぶなしめじ 24.0 28.4

ごはん ★ポークジンジャー 牛乳、豚肉 米、小麦粉、三温糖、はちみつ 玉ねぎ、生姜、りんご

１９日 牛乳 ミニがんもと野菜のふくめに がんも 三温糖 大根、こんにゃく、にんじん、筍、れんこん、椎茸 628 760
（水） なめこ汁 とうふ、わかめ、みそ なめこ、長ねぎ 29.4 32.7
○ 秋のかおりごはん スコッチエッグ（トマトケチャップ） 牛乳、鶏肉、豚肉、鶏卵、油揚げ 米、三温糖、パン粉、油 エリンギ、ぶなしめじ、まいたけ、椎茸、にんじん、玉ねぎ

２０日 牛乳 野菜のごまドレッシングあえ（ごまドレッシング） ドレッシング もやし、キャベツ、れんこん、にんじん、枝豆 749 906
（木） お月見汁　　十五夜ゼリー とうふ、みそ 白玉もち、油　　　十五夜ゼリー 大根、にんじん、こんにゃく、ごぼう、小松菜、長ねぎ 25.5 29.6

ごはん ハヤシライス 牛乳、豚肉、脱脂粉乳、生クリーム 米、ハヤシルウ 玉ねぎ、にんじん、トマト、生姜、にんにく

２１日 牛乳 ポテトコロッケ（ソース） じゃが芋、パン粉、砂糖、油 玉ねぎ 760 941
（金） 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、小松菜、パプリカ 24.4 29.7
２４日

（月）

食パン チキンナゲット（トマトケチャップ） 牛乳、鶏肉、おから 食パン、キャラメルクリーム、パン粉、でん粉

２５日 牛乳 スパゲティ・ペペロンチーノ ベーコン スパゲティ、オリーブ油 玉ねぎ、パプリカ、マッシュルーム、にんにく 728 942
（火） キャラメルクリーム キャベツのスープ キャベツ、玉ねぎ、にんじん、とうもろこし、チンゲン菜 26.6 34.3

中華めん マーボーラーメン 牛乳、豚肉、とうふ、なると、みそ 中華めん、でん粉、三温糖、ごま油、油 筍、にんじん、椎茸、長ねぎ、生姜、にんにく

２６日 牛乳 ありの実カップケーキ 牛乳 ホットケーキミックス、三温糖 レーズン、梨 723 875
（水） ★ごぼうサラダ（ソイドレッシング） ドレッシング ごぼう、キャベツ、にんじん、きゅうり、とうもろこし 25.8 30.6
○ ごはん かつおのなんばんづけ 牛乳、かつお 米、三温糖、油 玉ねぎ、パプリカ、葉ねぎ

２７日 牛乳 いそかあえ（きざみのり・しょうゆ） のり にんじん、キャベツ、もやし、ぶなしめじ、小松菜 604 758
（木） ぐるに 厚揚げ、ちくわ 里芋、三温糖 椎茸、大根、こんにゃく、にんじん、ごぼう、筍 27.3 32.5

ごはん 五目あつやきたまご 牛乳、のり、鶏卵、干しえび、ひじき 米、でん粉、砂糖、油 にんじん、ほうれん草

２８日 牛乳 豚肉と大豆のにもの 豚肉、大豆 三温糖 玉ねぎ、にんじん、こんにゃく 610 776
（金） 味つけのり とうがんととうふのみそ汁 とうふ、みそ とうがん、にんじん、小松菜、長ねぎ、椎茸、ぶなしめじ 28.5 34.7

月平均栄養摂取量 670 842
25.8 31.4

振替休日

敬老の日

　　　　９月分予定献立表（Aコース） （給食回数１８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。
○１１日 【教科関連献立（英語 オーストラリア）】

○２０日 【行事食（十五夜）】

○２７日 【郷土・イベントに関連した料理（高知県）】

「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

８・９月 予定

食材 産地 食材 産地 食材 産地 食材 産地 食材 産地

米 埼玉（久喜市産米） さば ノルウェー 梨 久喜 生姜 鹿児島、高知 切干大根　 宮崎

パン 埼玉、アメリカ、カナダ タコ ベトナム 巨峰 久喜 にんにく 青森 干ししいたけ 宮崎、大分

麺 埼玉、アメリカ、カナダ えび ベトナム、インド 葉ねぎ 福岡 筍 愛媛 ひじき 韓国

牛乳 埼玉、栃木、北海道など かつお 太平洋 セロリ　 茨城 冷凍みかん 熊本 わかめ 韓国

さんま 岩手 キャベツ　 茨城 にがうり 群馬 きくらげ 熊本

白身魚 チリ、アルゼンチン 菊 山形 モロヘイヤ 群馬

ピーマン　 茨城 ほうれん草 茨城

卵 卵 埼玉、栃木他 もやし　 栃木 とうもろこし 北海道

長ねぎ 久喜 パセリ　 茨城 枝豆 インドネシア

きゅうり　 埼玉 白菜 茨城、長野 トマト 埼玉、千葉

鶏肉 宮崎、鹿児島他 小松菜　 埼玉、茨城 にんじん　 茨城 れんこん 茨城

じゃがいも　 久喜 にら 茨城、千葉 エリンギ 長野

厚削り 静岡 玉ねぎ 久喜 とうがん 愛媛 しめじ 長野

煮干し 九州 かぼちゃ 久喜 パプリカ 韓国、ニュージーランド なめこ 新潟

あさり　 熊本 大根　 茨城 ズッキーニ 栃木 マッシュルーム 茨城

イカ（パエリア） ベトナム なす 埼玉 ごぼう　 茨城 まいたけ 長野

イカ（イカのピリから焼き） ペルー チンゲン菜 茨城 里芋 茨城
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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


