
久喜市教育委員会
平成２９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

ソフトめん 野菜たっぷりボロネーゼ 牛乳、豚肉、脱脂粉乳 ソフトめん、油、ハヤシフレーク、デミグラスソース、三温糖、でん粉 にんにく、玉ねぎ、ピーマン、にんじん、トマト

１日 牛乳 カレーコロッケ 豚肉 じゃが芋、砂糖、パン粉、小麦粉 玉ねぎ 796 943
（月） フルーツポンチ 豆乳 ぶどうゼリー、砂糖、水あめ 黄桃缶、パイン缶、りんご、みかんジュース 26.3 30.8
〇 ごはん ◆ソースかつ 牛乳、豚肉、大豆粉 米、パン粉、でん粉、油、上白糖

２日 牛乳 里芋のころに 里芋、三温糖 こんにゃく、にんじん、いんげん 675 816
（火） うち豆汁 うち豆（大豆）、豆腐、油あげ、みそ 玉ねぎ、にんじん、ねぎ 25.4 28.5

ごはん さけのなんぶやき 牛乳、さけ 米、ごま

３日 牛乳 ★きんぴらごぼう 豚肉 油、三温糖、ごま、ごま油 ごぼう、にんじん、こんにゃく、いんげん 610 765
（水） みそ汁 豆腐、油あげ、みそ かぼちゃ、小松菜、ねぎ 28.1 33.8

バーガーパン ハーブチキン　 牛乳、とり肉 バーガーパン、オリーブ油 にんにく、ローズマリー、バジル

４日 牛乳 ペンネのトマトソース ベーコン ペンネ、三温糖、オリーブ油 にんにく、玉ねぎ、マッシュルーム、トマト、パセリ 644 841
（木） わかめとコーンのスープ わかめ コーン、キャベツ、チンゲン菜、にんじん 29.3 35.0
○ ごはん レバーとポテトのオーロラソース 牛乳、豚レバー 米、じゃが芋、でん粉、油、三温糖 しょうが

５日 牛乳 小松菜のサラダ（和風ドレッシング） ドレッシング 小松菜、キャベツ、もやし、にんじん 651 799
（金） のりふりかけ みそ汁　　　　　ブルーベリーゼリー 豆腐、わかめ、みそ ふりかけ、ブルーベリーセリー 大根、しめじ、ねぎ 24 28.3
８日

地粉うどん きのこうどん 牛乳、とり肉、かまぼこ 地粉うどん、三温糖 なめこ、えのきだけ、エリンギ、まいたけ、しいたけ、ねぎ

９日 牛乳 スティック大学芋 さつま芋、油、水あめ、三温糖、ごま、でん粉 658 801
（火） ♢さつま芋の日 菊花あえ（きざみのり・しょうゆ） のり れんこん、キャベツ、ほうれん草、にんじん、きく 26.3 30.8

栗ごはん さんまのかんろに 牛乳、さんま 米、栗、三温糖、でん粉 しょうが

１０日 牛乳 切干大根の含めに とり肉、油あげ 油、三温糖 切干大根、にんじん、こんにゃく、いんげん 666 821
（水） とうふとわかめのみそ汁 豆腐、わかめ、みそ ねぎ、小松菜 24.9 28.6

ドックパン フランクソーセージ（トマトケチャップ） 牛乳、豚肉 ドックパン、砂糖

１１日 牛乳 ザワークラウト（フレンチドレッシング） ドレッシング キャベツ、にんじん、きゅうり 717 875
（木） ♢ドイツ料理 グラーシュ 豚肉 じゃが芋、油、三温糖 にんにく、セロリ、玉ねぎ、にんじん、パプリカ赤、ピーマン、トマト 27.0 31.6

麦ごはん ほうれん草カレー 牛乳、とり肉、脱脂粉乳 米、麦、じゃが芋、カレールゥ しょうが、にんにく、にんじん、玉ねぎ、ほうれん草、りんご

１２日 牛乳 ゆで卵（パック塩） 卵 702 863
（金） ★こんにゃくサラダ（かんきつ風味ドレッシング） ドレッシング こんにゃく、もやし、キャベツ、にんじん、きゅうり 26.8 30.4

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 しょうが、にんにく、コーン、もやし、にんじん、にら、きくらげ、ねぎ

１５日 牛乳 ★あげぎょうざ 豚肉、とり肉、大豆 小麦粉、パン粉、砂糖、でん粉 キャベツ、玉ねぎ、しょうが 654 811
（月） サラダ（バンバンジードレッシング） ドレッシング キャベツ、もやし、きゅうり、小松菜 26.3 32.3

ごはん えびのチリソース 牛乳、えび、卵白 米、でん粉、小麦粉、砂糖、油、三温糖 にんにく、しょうが、玉ねぎ、ねぎ、トマト

１６日 牛乳 中華サラダ（塩ドレッシング） わかめ ドレッシング キャベツ、もやし、にんじん 642 827
（火） 中華風コーンスープ　　★中＞アーモンドフィッシュ とり肉　　中＞いわし はるさめ、でん粉　　中＞アーモンド、ごま コーン、クリームコーン、チンゲン菜 20.1 25.8

ごはん サバのこうみやき 牛乳、さば 米、砂糖 しょうが

１７日 牛乳 糸昆布のにもの 昆布、ちくわ、油あげ 三温糖 にんじん、こんにゃく 637 798
（水） とん汁 豚肉、豆腐、みそ 油 ごぼう、にんじん、大根、ねぎ、小松菜 29.0 35.0

食パン ツナオムレツ（トマトケチャップ） 牛乳、卵、ツナ 食パン、油、でん粉、砂糖

１８日 牛乳 シェルマカロニサラダ（マヨネーズ） マカロニ、マヨネーズ にんじん、きゅうり、枝豆、コーン 677 849
（木） ブルーベリージャム 白菜とベーコンのスープ ベーコン 油、ブルーベリージャム 玉ねぎ、にんじん、もやし、白菜、しいたけ、パセリ 23.7 28.4

ごはん ハンバーグおろしあん 牛乳、とり肉、豚肉 米、油、でん粉、三温糖 玉ねぎ、しょうが、大根、わけぎ

１９日 牛乳 ひじきのにもの とり肉、ひじき 油、三温糖 にんじん、こんにゃく、枝豆 631 798
（金） みそ汁 油あげ、みそ じゃが芋 玉ねぎ、ねぎ、小松菜 24.2 29.7

地粉うどん あんかけうどん 牛乳、豚肉、かまぼこ 地粉うどん、三温糖、でん粉 にんじん、しめじ、しいたけ、ほうれん草、ねぎ

２２日 牛乳 さつま芋むしパン さつま芋、小麦粉、砂糖、ラード、ベーキングパウダー 696 823
（月） ★ごぼうサラダ（ごまドレッシング） ドレッシング ごぼう、れんこん、キャベツ、にんじん、きゅうり 23.1 28

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

２３日 牛乳 ★親豆子豆サラダ（ソイドレッシング） 大豆 ドレッシング 枝豆、キャベツ、きゅうり、にんじん 614 814
（火） 鶏飯（きざみのり）　　中＞ぶどうヨーグルト とり肉、卵、のり　　中＞ぶどうヨーグルト しいたけ、たけのこ、パパイヤ、わけぎ、しょうが 25.3 31

ごはん カレイのたつたあげ 牛乳、カレイ 米、でん粉、油 しょうが

２４日 牛乳 豚肉と野菜のふくめに 豚肉 じゃが芋、油、三温糖 にんじん、こんにゃく、たけのこ、れんこん、しいたけ、枝豆 629 774
（水） あさりのみそ汁 あさり、わかめ、みそ 大根、えのきだけ、ねぎ 28.3 33.4

カステラサンド チキンソテーきのこソース 牛乳、とり肉、脱脂粉乳 カステラ、りんごジャム、チョコ、バター、ホワイトルゥ マッシュルーム、しめじ、玉ねぎ

２５日 牛乳 カラフルサラダ（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、パプリカ赤 649 819
（木） ミネストローネ ベーコン じゃが芋、オリーブ油、三温糖 セロリ、にんにく、にんじん、玉ねぎ、トマト、パセリ 29 35.7

ごはん メンチかつ（ソース） 牛乳、豚肉 米、パン粉、油、小麦粉 しょうが、玉ねぎ

２６日 牛乳 五目焼きビーフン 豚肉 ビーフン、油、ごま油、ごま 玉ねぎ、にんじん、キャベツ、たけのこ、にら、しいたけ 704 877
（金） とうがんのみそ汁 豆腐、みそ とうがん、にんじん、小松菜、ねぎ、しいたけ、しめじ 28.4 33.7

中華めん サンマーメン 牛乳、豚肉 中華めん、油、ごま油、でん粉 生姜、にんにく、もやし、人参、玉ねぎ、筍、にら、メンマ、きくらげ

２９日 牛乳 えびしゅうまい　　　　　かぼちゃプリン すけとうだら、えび 油、でん粉、砂糖、小麦粉、かぼちゃプリン 玉ねぎ 718 868
（月） 切干大根と昆布の中華サラダ（中華ドレッシング） 昆布 ドレッシング 切干大根、キャベツ、にんじん 28.2 33.7

ごはん 和風きんぴら包み焼 牛乳、とり肉、豆腐 米、砂糖、油、三温糖、でん粉 玉ねぎ、ごぼう、にんじん、しょうが

３０日 牛乳 あぶらふのにもの とり肉 ふ、三温糖 玉ねぎ、にんじん、枝豆、たけのこ、しいたけ、 673 857
（火） みそけんちん 豆腐、油あげ、みそ 里芋、油 ごぼう、こんにゃく、にんじん、ねぎ、小松菜 27.1 33.3
〇 ごはん かつおのたつたあげ 牛乳、かつお 米、でん粉、砂糖 しょうが

３１日 牛乳 ほうれん草のおひたし（かつおぶし・しょうゆ） かつおぶし ほうれん草、にんじん、もやし、キャベツ 581 729
（水） さつま汁 豚肉、みそ さつま芋、油 大根、にんじん、ごぼう、小松菜、白菜、ねぎ 27.4 32.7

月平均栄養摂取量 665 826
26.3 31.4

体育の日

　　　　１０月分予定献立表（B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

「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。

○印は「久喜市内統一メニュー」です

○5日【行事食（目の愛護デー）】 ○２日【行事・イベントに関連した料理（福井県郷土料理）】

○３１日【教科関連献立（小学5年生 社会 水産業が盛んな静岡県）】


