
（給食回数１３回）

久喜市 教育委員会
平成３０年度 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

ゆでうどん カレーうどん

２日 牛乳 はんぺんフライ（ソース） 695 869

（月） きゅうりのサラダ（ドレッシング） 23.9 29.9

★ ごはん ポークシューマイ

３日 牛乳 もやしのナムル（ドレッシング） 618 773

（火） マーボーなす 25.7 32.1

◇ むぎごはん さばのたつたあげ

４日 牛乳 ごもくきんぴら 694 868

（水） ちんげんさいのみそしる 26.7 33.4

★ こどもパン チキンソテーレモンふうみ

５日 牛乳 きゃべつのサラダ（ドレッシング） 600 750

（木） ラタトゥイユ 29.8 37.3

★☆ ごはん ほしのコロッケ（ソース）

６日 牛乳 やさいいため 708 885

（金） たなばたじる　　　たなばたゼリー 22.8 28.5
ちゅうかめん みそラーメン

９日 牛乳 ねぎしおまんじゅうあげあまずがけ 689 861

月 ごんぶのサラダ（ドレッシング） 26.7 33.4
ごはん あじフリッター　　　　　　ふりかけ

１０日 牛乳 なすとピーマンのソテー 598 748

（火） やさいのみそしる 29.0 36.3

◆ ごはん とりてん

１１日 牛乳 きゅうりのサラダ（ドレッシング） 682 853

（水） だんごじる 25.6 32.0

★ フラワーロールパン ミートボールトマトソースかけ

１２日 牛乳 きゃべつとコーンのソテー 609 761

（木） アルファベットスープ 23.8 30.9

★ むぎごはん なつやさいカレー

１３日 牛乳 かいそうサラダ（ドレッシング） 736 920

（金） フルーツポンチ 22.4 28.0
わかめごはん わふうハンバーグ

１７日 牛乳 こまつなのサラダ（ドレッシング） 609 761

（火） たまねぎのみそしる 22.3 29.0
ごはん たちうおのフライ（ソース）

１８日 牛乳 ゴーヤチャンプルー 676 845

（水） とうがんとこんぶのみそしる 27.1 33.9

★ くろパン さけのエスカベッシュ

１９日 牛乳 きゅうりのサラダ（ドレッシング） 717 896

（木） ポトフ　　　　　　　　　　　　ヨーグルト 28.6 35.8
664 830
25.4 32.0

ごはん さけのマヨネーズやき

２８日 牛乳 こまつなのおひたし（かつおぶし、しょうゆ） 584 730

（火） みそけんちんじる 25.0 31.3
わかめごはん とりのからあげ

２９日 牛乳 もやしのサラダ（ドレッシング） 640 800

（水） ワンタンスープ 26.5 33.1

★ こどもパン ハンバーグトマトソースかけ

３０日 牛乳 やさいのソテー 595 774

（木） アルファベットスープ 23.7 30.8

★ むぎごはん なつやさいカレー

３１日 牛乳 きゅうりのサラダ（ドレッシング） 724 905

（金） れいとうみかん 23.5 29.4

　　７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（g）

牛乳　ぶたにく　みそ　こんぶ
にんにく　しょうが　たまねぎ　ねぎ
きゃべつ　にら　にんじん　もやし
とうもろこし　だいこん　えだまめ

こめ　むぎ　でんぷん　あぶら
さとう　ごま

牛乳　さば　ぶたにく　とうふ
あぶらあげ　みそ

しょうが　にんじん　こんにゃく
ごぼう　えだまめ　ちんげんさい
ねぎ

パン　オリーブオイル　さとう
ドレッシング

牛乳　とりにく　フランクフルト
レモン　きゃべつ　きゅうり　にんじん
なす　たまねぎ　黄ピーマン　トマト
ピーマン　ズッキーニ　にんにく

こめ　じゃがいも　パンこ
こむぎこ　でんぷん　あぶら
そうめん　ごまあぶら　ゼリー

牛乳　とりにく　ぶたにく
とうふ　なると

たまねぎ　にんじん　みつば
きゃべつ　ピーマン　もやし

にんじん　たまねぎ　グリンピース
ねぎ　きゅうり　きゃべつ

牛乳　ぶたにく　はんぺん
ゆでうどん　カレールウ　さとう
でんぷん　こむぎこ　パンこ
あぶら　ドレッシング

ちゅうかめん　あぶら　ごま
ごまあぶら　こむぎこ　さとう
ドレッシング

ねぎ　だいこん　こまつな　しょうが
なす　たけのこ　ピーマン
赤ピーマン

こめ　すいとん（こむぎこ）
あぶら　こむぎこ　ドレッシング

牛乳　とりにく　あぶらあげ
とうふ　みそ

きゅうり　もやし　にんじん　だいこん
ほししいたけ　ねぎ

たまねぎ　しょうが　にんにく　ねぎ
ほししいたけ　たけのこ　なす　にら
にんじん　もやし　こまつな

牛乳　ぶたにく　みそ
こめ　こむぎこ　でんぷん
さとう　ごまあぶら　ドレッシン
グ

パン　パンこ　さとう　でんぷん
あぶら　じゃがいも　マカロニ
オリーブオイル

牛乳　とりにく
トマト　きゃべつ　にんじん
とうもろこし　にんにく　たまねぎ

こめ　こむぎこ　さとう　あぶら
ごま

牛乳　あじ　あおさ　とうふ
あぶらあげ　みそ　ぶたにく

こめ　むぎ　じゃがいも
あぶら　カレールウ
ドレッシング

牛乳　ぶたにく　こなチーズ
スキムミルク　わかめ
くきわかめ

にんじん　たまねぎ　なす　ピーマン
トマト　にんにく　きゅうり　きゃべつ
おうとう缶　パイン缶　りんご缶

こめ　マヨネーズ（卵不使用）
あぶら　さといも

牛乳　さけ　かつおぶし
とうふ　あぶらあげ　みそ

こまつな　もやし　にんじん　ねぎ
だいこん　ごぼう　こんにゃく

こめ　むぎ　じゃがいも　あぶら
カレールウ　ドレッシング

牛乳　とりにく　こなチーズ
スキムミルク

たまねぎ　にんじん　なす　ピーマン
にんにく　きゃべつ　きゅうり　みかん

こめ　でんぷん　あぶら
ワンタン（こむぎこ）
ごまあぶら

牛乳　わかめ　とりにく
ぶたにく

しょうが　にんにく　にんじん　ねぎ
たまねぎ　こまつな　もやし
ほうれんそう

８月分予定献立表
７月平均栄養摂取量

パン　でんぷん　あぶら
オリーブオイル　さとう
じゃがいも　ドレッシング

牛乳　わかめ　とりにく
ぶたにく　あぶらあげ　みそ

だいこん　ねぎ　にんじん　たまねぎ
こまつな　もやし

こめ　パンこ　こむぎこ　あぶら
さとう

こめ　さとう　ドレッシング

とうがん　にんじん　ねぎ　こまつな
にがうり　たまねぎ

牛乳　たちうお　とりにく　みそ
こんぶ　ぶたにく　とうふ
かつおぶし

パン　さとう　でんぷん
マカロニ　あぶら

牛乳　とりにく　ぶたにく
ベーコン

たまねぎ　しょうが　にんにく
にんじん　たまねぎ　きゃべつ
とうもろこし

牛乳　さけ　とりにく
ヨーグルト

たまねぎ　にんじん　レモン
とうもろこし　きゅうり　きゃべつ

（給食回数４回）

＊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。

＊７月の給食最終日、８月の給食開始日は、学校によって、異なりますので、各学校の行事予定をご確認ください。

☆印は、行事食「七夕」、◆印は、郷土料理「大分県」、◇印は、教科と関連した献立「小学６年保健（病気の予防）、中学３年保健体育（健康な生活と疾病の予防）」

です。
７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）

米 埼玉（久喜市産米） たけのこ 福岡、熊本、佐賀 さば ノルウェー ねぎ 埼玉、山形 赤ピーマン 韓国

パン 埼玉、アメリカ、カナダ わかめ 韓国 あじ ベトナム みつば 千葉 ズッキーニ 群馬

麺 埼玉、アメリカ、カナダ はるさめ タイ たちうお ニュージランド にんにく 青森 ブロッコリー エクアドル

ひじき 長崎、韓国 さけ 北海道 じゃがいも 菖蒲 トマト イタリア

牛乳 埼玉、栃木、北海道など 切干大根 宮崎 なす 埼玉 とうもろこし 北海道

ほししいたけ 長崎、宮崎 にんじん 広島、埼玉、千葉 しょうが 高知

きくらげ 熊本 たまねぎ 菖蒲 にら 栃木、群馬、茨城、千葉

もやし 群馬 きゅうり 埼玉、福島

豚肉 栃木、群馬 とうがん 愛知、神奈川 だいこん 青森、北海道

鶏肉 北海道 きゃべつ 群馬、茨城 ゴーヤ 鹿児島

ベーコン 千葉、群馬 ちんげんさい 茨城 青ピーマン 茨城

豚レバー 北海道 こまつな 岩槻 黄ピーマン 韓国
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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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