
（給食回数２０回）

平成３０年度 　　久喜市教育委員会（菖蒲学校給食センター）

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） 小学生 中学生

★ フラワー アンサンブルエッグ（ケチャップ）

１日 ロールパン 牛乳 コーンサラダ（ドレッシング） 658 823

（木） あきのみかくシチュー 24.4 30.5

ごはん メンチカツ（ソース）

２日 牛乳 やさいいため 666 866

（金） だいこんのみそしる 22.9 28.6

地粉うどん きつねうどん

５日 牛乳 ささかまぼこのもみじあげ 666 833

（月） もやしのサラダ（ドレッシング） 26.5 33.1

むぎごはん おさかなハンバーグ

６日 牛乳 だいずのいそに 606 789

（火） こんさいのみそしる 24.8 31.0

ごはん きびなごごまフライ（ソース）　　ふりかけ

７日 牛乳 かみかみ炒め 619 805

（水） きりぼしだいこんのみそしる 22.7 28.4

★ はちみつパン しろみざかなバジルチーズフライ（ソース）

８日 牛乳 だいこんサラダ（ドレッシング） 631 820

（木） ミネストローネ 23.9 29.9

★ むぎごはん ハヤシライス

９日 牛乳 ブロッコリーのサラダ（ドレッシング） 715 894

（金） フルーツポンチ 21.1 26.4

ちゅうかめん みそラーメン

１２日 牛乳 ささみフライ（ソース） 649 811

（月） はくさいのサラダ（ドレッシング） 28.9 36.1

☆ ごはん しゃくしなぎょうざあげ

１３日 牛乳 とりにくとねぎのいためもの 642 822

（火） にぼうとう 22.5 28.1

○ メロンパン ♪　栢間小学校　リクエスト献立　♪

★ (乳・卵抜き) 牛乳 とりにくのさんぞくやき

１５日 ポテトサラダ 679 849

（木） アルファベットスープ 25.3 31.6

◇ げんまいごはん パオズ　　　　さいのくになっとう（中のみ）

１６日 牛乳 えだまめサラダ（ドレッシング） 644 863

（金） ごじる　　　　　 26.4 37.6

地粉うどん あんかけうどん

１９日 牛乳 さけフライ（ソース） 644 805

（月） ほうれんそうのサラダ（ドレッシング） 26.6 33.3

★ チャーハン ポークシュウマイ

２０日 牛乳 はるさめサラダ（ドレッシング） 662 828

（火） たまごスープ　　　　　　　　ヨーグルト 25.7 32.1

◆ ごはん さんまのかばやき

２１日 牛乳 きりぼしだいこんのにもの 666 833

（水） あられはんぺんのすましじる 23.8 29.8

★ ライス ミートボールトマトソースかけ

２２日 ボールパン 牛乳 きゃべつのサラダ（ドレッシング） 650 813

（木） やさいスープ 27.1 33.9

ちゅうかめん マーボーラーメン

２６日 牛乳 はるまき 661 859

（月） こまつなのサラダ（ドレッシング） 24.9 31.1

ごはん レバーとポテトのオーロラソースあえ

２７日 牛乳 ほうれんそうのサラダ（ドレッシング） 684 855

（火） たまねぎのみそしる 23.3 29.1

ごはん いなだのてりやき

２８日 牛乳 ちくぜんに 611 794

（水） ちんげんさいのみそしる 26.1 32.6

★ コッペパン やきフランクトマトソースかけ

２９日 牛乳 きゃべつのカレーソテー 633 823

（木） コーンクリームスープ 24.7 30.9

むぎごはん さばのみそに

３０日 牛乳 だいこんとぶたにくのにもの 642 835

（金） はくさいのみそしる 24.1 30.1

651 831

24.8 31.2

パン　さとう　でんぷん
ホワイトルウ　あぶら

牛乳　フランクフルト
スキムミルク

たまねぎ　トマト　とうもろこし　パセリ
きゃべつ　にんじん　ピーマン

こめ　じゃがいも　でんぷん
あぶら　さとう　ドレッシング

牛乳　ぶたレバー　わかめ
あぶらあげ　みそ

たまねぎ　ねぎ　だいこん　ほうれんそう
にんじん　きゃべつ

こめ　あぶら　さとう
牛乳　いなだ　とりにく
あぶらあげ　とうふ　みそ

しょうが　にんじん　れんこん　ごぼう
たけのこ　こんにゃく　いんげん
ちんげんさい　たまねぎ

こめ　げんまい　こむぎこ
でんぷん　さとう　ごまあぶら
ドレッシング

ごぼう　だいこん　にんじん　ねぎ　しめじ
しょうが　もやし　ほうれんそう

牛乳　ぶたにく　かまぼこ
さけ

パン　パンこ　でんぷん　さとう
オリーブオイル　じゃがいも
ドレッシング

牛乳　とりにく　ぶたにく
ベーコン

トマト　ブロッコリー　とうもろこし
にんじん　きゅうり　たまねぎ　きゃべつ

こめ　でんぷん　あぶら　さとう
牛乳　さんま　ぶたにく
あぶらあげ　はんぺん　わかめ

しょうが　きりぼしだいこん　にんじん
ねぎ　えのき　たまねぎ

パン　でんぷん　あぶら
マカロニ　じゃがいも
マヨネーズ（卵不使用）

牛乳　とりにく　ベーコン
しょうが　にんにく　にんじん　えだまめ
とうもろこし　きゃべつ　たまねぎ

月平均栄養摂取量

ちゅうかめん　さとう　でんぷん
ごまあぶら　こむぎこ　はるさめ
ドレッシング

牛乳　ぶたにく　とうふ　みそ
とりにく

たけこの　ねぎ　しょうが　きゃべつ　にら
もやし　にんじん　たまねぎ　ほししいたけ
こまつな

こめ　むぎ　さといも　さとう
でんぷん　あぶら

牛乳　さば　みそ　ぶたにく
なまあげ

にんじん　はくさい　たまねぎ　えのき
ねぎ　だいこん　いんげん

こめ　でんぷん　こむぎこ
さとう　ごまあぶら　はるさめ
あぶら　ドレッシング

牛乳　ぶたにく　とりにく　とうふ
たまご　ヨーグルト

たまねぎ　しょうが　きゃべつ　にんじん
きゅうり　ほうれんそう

牛乳　ぶたにく　みそ
だいず　あぶらあげ
なっとう（中学のみ）

たまねぎ　にら　しょうが　えだまめ
きゃべつ　にんじん　きゅうり　はくさい
だいこん　かぼちゃ　ねぎ

ゆでうどん　あぶら　でんぷん
こむぎこ　パンこ　ドレッシング

こめ　こむぎこ　あぶら　さとう
ほうとう（こむぎこ）

牛乳　ぶたにく　とりにく　みそ
しゃくしな　しょうが　きゃべつ　たまねぎ
にんにく　にら　ねぎ　にんじん　だいこん
ごぼう　こんにゃく　しめじ

こめ　むぎ　じゃがいも　あぶら
さとう　こむぎこ　でんぷん
ハヤシルウ　ドレッシング

牛乳　ぶたにく　スキムミルク

牛乳　たまご　ベーコン
チーズ　とりにく　スキムミルク

パン　じゃがいも　さとう
あぶら　でんぷん　さつまいも
ホワイトルウ　ドレッシング

パン　こむぎこ　パンこ
あぶら　じゃがい　マカロニ
オリーブオイル　ドレッシング

たまねぎ　にんじん　グリンピース　トマト
マッシュルーム　にんにく　ブロッコリー
カリフラワー　みかん缶　パイン缶
りんご缶

ちゅうかめん　あぶら　ごま
ごまあぶら　こむぎこ　パンこ
ドレッシング

牛乳　ぶたにく　みそ　とりにく
にんにく　しょうが　たまねぎ　きゃべつ
にら　にんじん　もやし　とうもろこし
ねぎ　はくさい　こまつな

たまねぎ　きゃべつ　にんじん　しょうが
ちんげんさい　ねぎ　だいこん

牛乳　ぶたにく　とうふ
あぶらあげ　みそ

こめ　さとう　パンこ　こむぎこ
あぶら　でんぷん

　　１１月分予定献立表
日付
(曜日)

献立（こんだて）
　　　熱量(Kcal)
　　　たんぱく質

牛乳　ホキ　チーズ
ベーコン

バジル　にんにく　だいこん　きゃべつ
きゅうり　にんじん　たまねぎ　セロリ
トマト　とうもろこし

ゆでうどん　さとう　こむぎこ
あぶら　ドレッシング

牛乳　ぶたにく　あぶらあげ
ささかまぼこ

こまつな　にんじん　ねぎ　パプリカ（赤）
もやし　きゅうり

こめ　むぎ　でんぷん　パンこ
さとう　さといも　あぶら

牛乳　いわし　すけそうだら
いとより　みそ　とうふ　だいず
とりにく　ひじき

きゃべつ　たまねぎ　しょうが　にんじん
だいこん　ねぎ　ごぼう　こんにゃく
えだまめ　しめじ

こめ　さとう　こむぎこ　パンこ
でんぷん　ごま　あぶら

牛乳　かつおぶし　のり
きびなご　とりにく　こんぶ
とうふ　あぶらあげ　みそ

にんじん　ごぼう　こんにゃく　えだまめ
こまつな　きりぼしだいこん　ねぎ

たまねぎ　にんじん　しめじ　とうもろこし
きゃべつ　ブロッコリー

＊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。

☆印は行事食（県民の日）、◆印は、イベント食（和食の日）、◇印は教科と関連した献立（小５年社会100％国産の給食）
〇印は、栢間小学校リクエスト【みんな大好き色合いごはん】です。 ★印は、スプーンのつく日ですが、毎日清潔な「箸」を用意しましょう。
１１月分　学校給食使用食材の産地（予定）　

産地（予定） 品種 産地（予定） 品種 産地（予定） 品種 産地（予定） 品種 産地（予定） 品種 産地（予定）

米 埼玉（久喜市産米） 豚肉 栃木、群馬 にんじん 千葉 しょうが 高知 ブロッコリー エクアドル

パン 埼玉、アメリカ、カナダ 鶏肉 青森、北海道、鹿児島 玉ねぎ 北海道 えのき 長野 えだまめ 北海道

麺 埼玉、アメリカ、カナダ わかめ 宮城、岩手 豚レバー 北海道 もやし 栃木 きゅうり 菖蒲、栃木 とうもろこし 北海道

はるさめ タイ ベーコン 千葉、群馬 はくさい 久喜、茨城 だいこん 千葉、茨城、埼玉 トマト イタリア

牛乳 埼玉、栃木、北海道など ひじき 長崎、韓国 きびなご 九州 きゃべつ 久喜、茨城、千葉 にら 栃木、群馬、茨城 さといも 千葉

切干大根 宮崎 ホキ ニュージーランド ちんげんさい 茨城 れんこん 茨城、群馬 マッシュルーム 千葉

ほししいたけ 岩手 さけ 北海道 こまつな 岩槻 パセリ 長野、茨城 大豆 埼玉

きくらげ 熊本 さんま 北海道、青森 ねぎ 埼玉、栃木、茨城 ピーマン 宮城、高知、茨城 みかん缶 愛知、和歌山、静岡

刻み昆布 北海道 いなだ 千葉 ごぼう 青森、群馬 セロリ 長野 パイン缶 インドネシア

かつお節 静岡 さば 宮城、青森 にんにく 青森 しめじ 長野 りんご缶 山形、秋田

卵 群馬 じゃがいも 北海道、茨城、千葉 さつまいも 千葉

ほうれんそう 久喜 かぼちゃ 北海道、茨城
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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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