
（給食回数２２回）

久喜市 教育委員会

平成３０年度 栗橋地区中学校

熱や力となるもの 血・肉・骨となるもの 体の調子を整えるもの
主食 飲物 おかず （きいろ） （あか） （みどり）

油淋鶏② 米　片栗粉　ごま油　三温糖 ねぎ　にんにく　生姜　唐辛子　小松菜

１日 ご飯 牛乳 青菜のごま和え 白すりごま　砂糖 牛乳　鶏肉　わかめ 人参　きゃべつ　チンゲン菜　コーン 780
（月） 五目スープ 28.9

秋刀魚の生姜煮 米　三温糖　油　砂糖 牛乳　秋刀魚　焼き竹輪 生姜　人参　ごぼう　こんにゃく　

２日 ご飯 牛乳 五目金平 白ごま　じゃが芋 油揚げ　わかめ　味噌 干し椎茸　ねぎ　小松菜 756
（火） 小松菜とじゃが芋の味噌汁 27.9

スパゲティナポリタン パン　スパゲティ　ドレッシング 牛乳　豚挽き肉 玉ねぎ　人参　ピーマン　きゃべつ

３日 コッペパン 牛乳 ヘルシーサラダ（和風ドレッシング） じゃが芋　油 ショルダーベーコン コーン　きゅうり　こんにゃくパスタ 734
（水） コンソメスープ 25.8

★イベント関連献立　国体(福井) 米　大豆油　砂糖 牛乳　豚肉　大豆　油揚げ 人参　こんにゃく　大根　ねぎ

４日 ご飯 牛乳 ソースカツ丼②　　 里芋 木綿豆腐　いわし粉　味噌 814
（木） 里芋のころ煮　呉汁 29.8

ちゃんぽん麺 中華麺　大豆油　白ごま 牛乳　豚肉　鶏肉　笹かまぼこ きゃべつ　玉ねぎ　生姜　にんにく

５日 中華麺 牛乳 中華ラビオリ ごま油　片栗粉　小麦粉 いか もやし　人参　チンゲン菜　干し椎茸 811
（金） 小松菜と笹かまのお浸し 小松菜 34.0

★行事食　目の愛護デー献立 米　片栗粉　大豆油　三温糖 牛乳　豚レバー　木綿豆腐 小松菜　きゃべつ　人参　大根

９日 ご飯 牛乳 レバーのオーロラソース和え　小松菜サラダ 和風ドレッシング　ゼリー わかめ　味噌　いわし粉 ねぎ 822
（火） （ふりかけ） 豆腐の味噌汁　　　　　ブルーベリーゼリー 28.4

ハムカツ（ソース） パン　パン粉　澱粉　小麦粉 牛乳　ボンレスハム 人参　きゅうり　玉ねぎ　コーン

１０日 子供パン 牛乳 マカロニサラダ（コールスロードレッシング） マカロニ　ドレッシング ほうれん草　南瓜 829
（水） 野菜のスープ 29.0

鮭の塩焼き 米　大豆油　砂糖 牛乳　鮭　焼き竹輪　わかめ 切干大根　枝豆　人参　干し椎茸

１１日 ご飯 牛乳 切干大根の五目煮 じゃが芋 油揚げ　味噌　いわし粉 ほうれん草 755
（木） わかめの味噌汁 34.3

きつねうどん うどん　さつま芋　じゃが芋　パン粉 牛乳　なると　油揚げ　いわし粉 ほうれん草　もやし　人参　ねぎ

１２日 地粉うどん 牛乳 さつま芋コロッケ（ソース） 小麦粉　大豆油　白すりごま 小松菜 740
（金） ほうれん草のごま和え 23.6

マーボー豆腐 米　砂糖　ごま油　大豆油 牛乳　木綿豆腐　豚挽き肉　味噌 玉ねぎ　ねぎ　人参　生姜　にんにく

１５日 ご飯 牛乳 もやしの中華和え（中華ドレッシング） 片栗粉　ドレッシング ロースハム 干し椎茸　グリンピース　もやし　きゅうり 735
（月） 舞茸のスープ 舞茸　えのきたけ　ごぼう 26.3

白身魚のねぎソースかけ 米　澱粉　大豆油　砂糖 牛乳　ホキ　刻みのり　豚肉 ねぎ　にんにく　生姜　小松菜　もやし

１６日 ご飯 牛乳 磯香和え（刻みのり・しょうゆ） じゃが芋 木綿豆腐　いわし粉　味噌 チンゲン菜　人参　大根　ごぼう 715
（火） 豚汁 こんにゃく 29.1

フランクフルトのトマトソースかけ パン　大豆油　三温糖　片栗粉 牛乳　フランクフルト　ツナフレーク 玉ねぎ　トマト　きゃべつ　ブロッコリー

１７日 食パン 牛乳 ツナと野菜のサラダ ごま油　さつま芋　生クリーム 鶏肉　チーズ コーン　人参　かぶ　パセリ 941
（水） 彩の国シチュー 36.5

鶏肉とさつま芋の旨煮 米　さつま芋　片栗粉　大豆油 牛乳　鶏肉　わかめ　木綿豆腐 人参　竹の子　干し椎茸　玉ねぎ　生姜

１８日 ご飯 牛乳 小松菜とわかめのサラダ 三温糖　ごま油　 油揚げ　味噌　いわし粉 グリンピース　小松菜　きゅうり　もやし 797
（木） 豆腐の味噌汁 コーン　大根　ねぎ　えのきたけ 25.9

味噌ラーメン 中華麺　小麦粉　大豆油 牛乳　たこ　いか　たら　豚挽き肉 大根　人参　れんこん　ごぼう　コーン

１９日 中華麺 牛乳 たこナゲット③ ドレッシング　油　砂糖 味噌 もやし　にら　玉ねぎ　生姜　にんにく 815
（金） 大根サラダ 34.7

タンドリーチキン 米　大豆油　ごま油　サラダ油 牛乳　鶏肉　ヨーグルト 生姜　切干大根　人参　れんこん　枝豆

２２日 ご飯 牛乳 根菜のさっぱり炒め 砂糖　白ごま　澱粉 厚揚げ えのきたけ　小松菜　ねぎ 768
（月） 厚揚げときのこのすまし汁 31.6

チーズオムレツ 米　砂糖　大豆油　澱粉 鶏肉　牛乳　卵　チーズ　 人参　玉ねぎ　赤ピーマン　トマト　

２３日 チキンライス 牛乳 花野菜サラダ（イタリアンドレッシング） ドレッシング　じゃが芋 豚肉 ブロッコリー　カリフラワー　コーン 792
（火） ポトフスープ きゃべつ　にんにく　セロリ 26.2

ほうれん草のグラタン パン　マカロニ　小麦粉　油 牛乳　プロセスチーズ　鶏肉 ほうれん草　セロリ　人参　にんにく

２４日 フラワー 牛乳 ニョッキのトマト煮 ポテトニョッキ　パン粉 ショルダーベーコン　豚肉 玉ねぎ　パセリ　干し椎茸　えのきたけ 712
（水） ロールパン ミートボールスープ 25.1

★小５社会　水産業のさかんな静岡県　 米　澱粉　大豆油　 牛乳　鰹　鰹節　豚肉　 生姜　ほうれん草　もやし　人参

２５日 ご飯 牛乳 鰹の竜田揚げ　　さつま汁 さつま芋 木綿豆腐　味噌　いわし粉 ねぎ 753
（木） お浸し（鰹節・しょうゆ） 33.7

きのこうどん うどん　澱粉　砂糖　小麦粉 牛乳　豚肉　鶏肉　油揚げ 玉ねぎ　きゃべつ　ブロッコリー　人参

２６日 地粉うどん 牛乳 ポークしゅうまい③ ドレッシング　三温糖 コーン　えのきたけ　しめじ　舞茸　ねぎ 796
（金） きゃべつのサラダ（柑橘ドレッシング） 干し椎茸 35.8

豆腐ハンバーグきのこソース 米　パン粉　油　砂糖　大豆油 牛乳　豆腐　鶏肉　 玉ねぎ　しめじ　えのきたけ　ごぼう

２９日 ご飯 牛乳 ごぼうサラダ 片栗粉　三温糖　じゃが芋 味噌　いわし粉 きゅうり　人参　コーン　大根　小松菜 761
（月） けんちん汁 こんにゃく　ねぎ 25.7

チキンカレー 米　麦　じゃが芋　油 牛乳　海草　ちりめんじゃこ コーン　パセリ　きゃべつ　切干大根

３０日 麦ご飯 牛乳 コーンポテト ドレッシング 鶏肉 人参　枝豆　玉ねぎ　にんにく　生姜 936
（火） 海草サラダ（和風ごまドレッシング） 26.9

エビフライ②（ソース） パン　パン粉　小麦粉　澱粉 牛乳　えび　ひじき　 きゃべつ　人参　しめじ　いんげん　

３１日 黒パン 牛乳 よくばり秋サラダ 大豆油　さつま芋　砂糖　バター コーン　玉ねぎ　南瓜　パセリ 887
（水） コーンパンプキンポタージュスープ オリーブオイル れんこん 28.8

月平均栄養摂取量 793
29.4
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　            １０ 月分予定献立表

献立（こんだて）

kcalｇ

※ 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

kcalｇ

 １０ 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） さんま 北海道・青森 ニラ 茨城・栃木・群馬 舞茸 群馬・新潟

パン 埼玉、アメリカ、カナダ 鮭 北海道・三陸 人参 北海道・千葉 えのきたけ 長野

麺 埼玉、アメリカ、カナダ ホキ ニュージーランド 根深ねぎ 埼玉・青森 しめじ 長野

牛乳 埼玉、栃木、北海道など カツオ 太平洋 ピーマン 茨城 かぶ 埼玉・千葉

じゃがいも 北海道 赤・黄ピーマン ニュージーランド・韓国 なす 栃木・茨城

きゃべつ 群馬・茨城 もやし 千葉・栃木 白菜 長野・茨城

ごぼう 青森・茨城 パセリ 茨城・千葉・長野 しいたけ 秋田

卵 卵 ― きゅうり 埼玉 小松菜 茨城・埼玉 わかめ 韓国

豚肉 群馬県 大根 茨城・群馬・青森 セロリ 長野 ひじき 韓国

鶏肉 鹿児島県 玉葱 北海道 チンゲン菜 茨城・埼玉 切干大根 宮崎

平成３０年度　学校給食使用食材の産地　（栗橋地区）

牛
乳

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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