
久喜市教育委員会
平成３０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

ドックパン スパニッシュオムレツ（トマトケチャップ） 牛乳、たまご、チーズ、ベーコン ドックパン、じゃがいも、でん粉、油 玉ねぎ

８日 牛乳 ツナとほうれん草の豆乳クリームスパゲティ ツナ、豆乳 スパゲティ、オリーブオイル にんにく、玉ねぎ、ほうれん草、しめじ 711 898

（火） 野菜スープ 油、でん粉 セロリ、ねぎ、玉ねぎ、にんじん、白菜、しいたけ、チンゲンサイ 26.6 32.2

中華めん たんたんめん 牛乳、ぶた肉、みそ 中華めん、油、三温糖、ごま、ごま油 にんにく、しょうが、もやし、白菜、にんじん、たけのこ、ねぎ、ザーサイ、しいたけ、にら

９日 牛乳 きのこしゅうまい ぶた肉 でん粉、ごま油、小麦粉 玉ねぎ、しいたけ、しめじ、しょうが 705 827

（水） ちゅうかサラダ（しおドレッシング） ドレッシング キャベツ、もやし、にんじん、小松菜 28.3 32.8

ごはん あかうおのみそフライ 牛乳、めぬけ、みそ 米、米油、パン粉、でん粉、小麦粉、油

１０日 【年始の伝統】 牛乳 いためなます ぶた肉 油、ごま油、三温糖 しらたき、ごぼう、にんじん、れんこん、しいたけ 630 793

（木） 七草汁 とり肉、油あげ 大根、かぶ、にんじん、白菜、ねぎ、小松菜、せり 24.4 28.9

茶めし 白玉ぜんざい 牛乳、小豆 米、白玉もち、三温糖

１１日 牛乳 いそかあえ（しょうゆ・きざみのり） きざみのり キャベツ、もやし、にんじん、小松菜 714 882

（金） おでん たら、たこ、イトヨリ、がんも、昆布、うずらの卵、ちくわ 米油、でん粉、砂糖、ごま（がんも） 大根、にんじん、こんにゃく 29.7 35.1

１４日

（月）

食パン ★ポークソテー・マスタードソース 牛乳、豚肉 食パン、小麦粉、油、生クリーム、ベシャメルソース 玉ねぎ、マッシュルーム

１５日 牛乳 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、とうもろこし、赤パプリカ、にんじん 691 862

（火） みかんジャム 冬野菜のポトフ ウインナー 油、じゃが芋、みかんジャム セロリ、にんにく、たまねぎ、大根、かぶ、にんじん、白菜、小松菜 28.1 32.8

地粉うどん ★いなりちからうどん（いなりもち） 牛乳、とり肉、かまぼこ、油揚げ 地粉うどん、（いなり）餅、三温糖、油、 チンゲンサイ、ねぎ、ぶなしめじ、しいたけ、

１６日 牛乳 もやしとくきわかめのおひたし（かつお節・しょうゆ） 茎わかめ、かつお節 もやし、ほうれん草、にんじん 647 756

（水） みかん みかん 24.7 29.1

ごはん とり肉のさんぞく焼き 牛乳、とり肉 米、でん粉、油 しょうが、にんにく

１７日 牛乳 切干大根とひじきのにもの ひじき、油揚げ 三温糖 切干大根、にんじん、いんげん 676 826

（木） だまこ汁 だまこ餅、油、三温糖 ごぼう、にんじん、ぶなしめじ、まいたけ、しいたけ、こんにゃく、せり、ねぎ 28.5 31.3

ごはん さばのゆずみそだれ 牛乳、さば、みそ 米、でん粉、三温糖 しょうが、、ゆず

１８日 牛乳 ちくぜん煮 とり肉、ちくわ 油、三温糖 たけのこ、にんじん、こんにゃく、ごぼう、れんこん、しいたけ 614 766

（金） すまし汁 かまぼこ、わかめ でん粉 しいたけ、えのき、小松菜 26.5 31.8

ごはん チーズイン肉団子 牛乳、とり肉、チーズ、卵 米、パン粉、油、水あめ 玉ねぎ、トマト、りんごジュース

２１日 【リクエスト献立】 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 626 879

（月） 大根のみそ汁　　　中〉ヨーグルト 油揚げ、みそ、中〉ヨーグルト 大根、ぶなしめじ、ねぎ、小松菜 23.2 31.3

バーガーパン 白身魚のポーションフライ（ソース） 牛乳、タラ バーガーパン、パン粉、でん粉、小麦粉、油

２２日 牛乳 コールスローサラダ（フレンチドレッシング） ドレッシング キャベツ、きゅうり、にんじん 651 848

（火） コーンチャウダー あさり、ベーコン、脱脂粉乳 油、じゃが芋、ベシャメルソース、ホワイトルゥ、生クリーム とうもろこし、玉ねぎ、にんじん、エリンギ、パセリ 28.5 35.2

中華めん マーボーラーメン 牛乳、豚肉、豆腐、なると、みそ 中華めん、油、三温糖、ごま油、でん粉 しょうが、にんにく、たけのこ、にんじん、しいたけ、ねぎ

２３日 牛乳 ねぎみそパオズ 豚肉、みそ でん粉、ごま油、小麦粉 ねぎ、キャベツ、玉ねぎ、にら、しょうが 681 803

（水） れんこんとキャベツのちゅうかいため ごま油 キャベツ、れんこん、チンゲンサイ、玉ねぎ、にんじん 28.2 32.3

麦ごはん さけの塩焼き 牛乳、さけ 米、麦

２４日 【給食の始まり】 牛乳 小松菜のサラダ（わふうドレッシング） ドレッシング にんじん、大根、キャベツ、小松菜 604 762

（木） のりのつくだに みそけんちん 豆腐、みそ、のり 油、里芋 ごぼう、にんじん、ぶなしめじ、ねぎ、チンゲンサイ、白菜 26.6 31.8

ごはん チキンカレー 牛乳、とり肉、脱脂粉乳 米、じゃが芋、カレールゥ にんにく、しょうが、にんじん、玉ねぎ、トマト、りんご

２５日 【カレーの日】 牛乳 ★くじらのたつたあげオーロラソース くじら 油、三温糖、でん粉 トマト 748 942

（金） 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 29.1 35.1

ごはん しゅうまい（しょうゆ） 牛乳、豚肉 米、でん粉、ごま油、小麦粉 玉ねぎ、しょうが

２８日 牛乳 かいそうサラダ（ちゅうかドレッシング） かいそう はるさめ、ドレッシング キャベツ、ほうれん草、にんじん 684 831

（月） はっぽうさい 豚肉、うずらの卵、なると 油、三温糖、でん粉、ごま油 しょうが、たけのこ、しいたけ、きくらげ、ピーマン、玉ねぎ、にんじん、もやし、白菜 26.2 30.1

ドックパン スイス風ハッシュブラウン【レシュティ】 牛乳 ドックパン、じゃが芋、上新粉、油 玉ねぎ

２９日 【スイス料理】 牛乳 ブロッコリーサラダ（サウザンドレッシング） ドレッシング ブロッコリー、キャベツ、にんじん、きゅうり 734 907

（火） 🔶チューリッヒ風シチュー とり肉、脱脂粉乳 油、ベシャメルソース、ホワイトルゥ、生クリーム にんにく、セロリ、にんじん、玉ねぎ、とうもろこし、マッシュルーム、パセリ 26.0 31.4

地粉うどん 手作りかきあげ 牛乳、イカ、桜エビ、ちくわ、あおさ 地粉うどん、天ぷら粉、油 ごぼう、にんじん、玉ねぎ

３０日 牛乳 天ぷらうどん とり肉、かまぼこ、わかめ、油揚げ 三温糖 たけのこ、しいたけ、ねぎ 709 850

（水） 糸昆布の煮物 豚肉、昆布、油揚げ 三温糖 にんじん、こんにゃく、いんげん 28.5 33.6

ごはん ほっけのたつたあげ 牛乳、ほっけ 米、でん粉、油 しょうが

３１日 【郷土食・北海道】 牛乳 おひたし（かつお節・しょうゆ） かつお節 もやし、キャベツ、にんじん、小松菜 682 892

（木） どさんこ汁 豚肉、豆腐、みそ じゃが芋、バター にんにく、玉ねぎ、にんじん、とうもろこし、ねぎ 28.7 37.4

月平均栄養摂取量 677 843
27.2 32.5

成
せい

　人
じん

　の　日
ひ

　　　　１月分予定献立表（Aコース） （給食回数１７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

○印は「久喜市内統一メニュー」です
○１０日【教科関連献立（行事食・年始の伝統）】

○２４日【行事食（全国学校給食週間・給食の始まり）】 ○３１日【郷土・イベントに関連した料理（冬季国体・北海道）】

「中＞〇〇」は、中学校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。

1/21の給食は、太田小学校６年１組のお友達が考えた

リクエスト献立「日本の伝統料理『和食』」です。


