
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

ごはん いわしのかば焼き 牛乳、いわし 米、でん粉、油、三温糖、胡麻

１日 【節分献立】 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、きゃべつ、にんじん、もやし 660 823

（金） みそけんちん　　★福豆 豆腐、油揚げ、みそ、大豆（福豆） 里芋、油 にんじん、大根、こんにゃく、ごぼう、小松菜、ねぎ 29.0 34.6

中華めん とんこつラーメン 牛乳、豚肉、かまぼこ、みそ、ごま 中華めん、油、三温糖 にんにく、しょうが、もやし、きくらげ、ねぎ、チンゲンサイ

４日 牛乳 えびしゅうまい すけとうだら、えび 油、でん粉、小麦粉 玉ねぎ 639 794

（月） 野菜のオイスターソースいため ごま油 キャベツ、にんじん、玉ねぎ、白菜、小松菜、しいたけ 27.7 34.1

ごはん 和風ソースハンバーグ 牛乳、とり肉、豚肉 米、三温糖、でん粉 玉ねぎ、えのきだけ、しいたけ、葉ねぎ

５日 【麩の日】 牛乳 ミニがんもと野菜のふくめ煮 がんも 三温糖 にんじん、大根、こんにゃく、れんこん、たけのこ、しいたけ、枝豆 732 924

（火） ふとわかめのみそ汁 わかめ、油揚げ、みそ じゃが芋、白玉ふ ねぎ 29.8 36.4

ごはん 🔶チーズタッカルビ ジョア、とり肉、チーズ 米、三温糖、ごま油、さつま芋 ニンニク、しょうが、玉ねぎ、キャベツ

６日 【韓国料理】 ジョア チャプチェ【韓国風春雨いため】 牛肉、ごま はるさめ、三温糖、ごま油 ニンニク、玉ねぎ、たけのこ、にんじん、パプリカ赤、きくらげ、しいたけ 671 834

（水） プレーン トック【韓国風雑煮】 豚肉 油、とっく にんじん、チンゲンサイ、ねぎ、しいたけ 26.5 31.1
ドックパン ハムクリーミーフライ 牛乳、ハム ドックパン、小麦粉、パン粉、マーガリン、油 玉ねぎ、にんじん、グリンピース、とうもろこし

７日 牛乳 ポテトサラダ（マヨネーズ） じゃが芋、マヨネーズ にんじん、枝豆、とうもろこし 709 940

（木） 白菜とベーコンのスープ ベーコン でん粉 白菜、玉ねぎ、にんじん、もやし、しいたけ、小松菜 22.6 28.8

ごはん ガルバンゾーカレー 牛乳、ひよこ豆、とり肉、脱脂粉乳 米、油、じゃが芋、カレールゥ にんにく、しょうが、クミン、にんじん、玉ねぎ、トマト、りんご

８日 牛乳 ゆで卵（塩） 卵 699 851

（金） 海草サラダ（バンバンジードレッシング） わかめ、茎わかめ、昆布、赤角又 ドレッシング とうもろこし、もやし、にんじん、キャベツ、きゅうり 26.1 29.3

１１日

（月）

ソフトめん ミートソース 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 ニンニク、玉ねぎ、ピーマン、にんじん、トマト

１２日 牛乳 ★青のりポテトビーンズ 大豆、あおさ じゃが芋、でん粉、油 737 889

（火） こんにゃく入りサラダ（玉ねぎドレッシング） ドレッシング こんにゃく、にんじん、きゅうり、キャベツ、小松菜 28.2 33.5

ごはん ごもくしのだに 牛乳、油揚げ、とり肉、豚肉 米、三温糖、でん粉、小麦粉 にんじん、玉ねぎ、れんこん、ごぼう

１３日 牛乳 ★きんぴらごぼう 豚肉、ごま 油、三温糖、ごま油 ごぼう、にんじん、れんこん、こんにゃく、いんげん 654 784

（水） 彩の国納豆 みそ汁 みそ、大豆（納豆） じゃが芋 玉ねぎ、大根、小松菜、ねぎ 25.0 28.0

食パン てりやきミートボール 牛乳、とり肉、豚肉、大豆 食パン、チョコ大豆クリーム、油、三温糖 玉ねぎ、にんにく、しょうが

１４日 牛乳 野菜サラダ（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、とうもろこし 744 900

（木） チョコ大豆クリーム ミネストローネ ベーコン オリーブオイル、じゃが芋、三温糖 セロリ、にんにく、にんじん、玉ねぎ、トマト、パセリ 24.8 28.9

ごはん いり豆腐包み焼き 牛乳、とり肉、豆腐 米、三温糖、でん粉 玉ねぎ、にんじん、枝豆

１５日 牛乳 ひじきの煮物 とり肉、ひじき 油、三温糖 にんじん、こんにゃく、枝豆 658 795

（金） 根菜のかす汁 豚肉、油揚げ、みそ 酒粕 大根、れんこん、ごぼう、にんじん、白菜、しめじ、ねぎ、小松菜 25.5 29.2

地粉うどん カレーなんばん 牛乳、とり肉、かまぼこ 地粉うどん、油、カレールゥ、三温糖、でん粉 ニンニク、しょうが、玉ねぎ、ねぎ、しいたけ、

１８日 牛乳 ココア揚げパン ミニコッペパン、油、ココア、グラニュー糖 788 913

（月） 大根サラダ（和風ドレッシング） ドレッシング 大根、キャベツ、にんじん、きゅうり 24.7 28.2

ごはん カレイのフライ（ソース） 牛乳、アブラカレイ 米、小麦粉、パン粉、油

１９日 【郷土：福岡県】 牛乳 春菊の和えもの（ごまドレッシング） ドレッシング 春菊、キャベツ、白菜、もやし、にんじん 650 814

（火） だぶ汁 とり肉、厚揚げ じゃが芋、でん粉 にんじん、ごぼう、こんにゃく、たけのこ、しいたけ、ねぎ 25.5 30.0

ごはん さんまのかつおぶし煮 牛乳、さんま 米、三温糖、でん粉

２０日 牛乳 肉じゃが 豚肉 油、じゃが芋、三温糖 にんじん、玉ねぎ、こんにゃく、枝豆 686 856

（水） なめこ汁　　中〉いちごパンナコッタ 豆腐、わかめ、みそ 中〉いちごのパンナコッタ なめこ、ねぎ 26.2 31.3

ドックパン クリスピーチキン 牛乳、とり肉 ドックパン、小麦粉、でん粉、油 にんにく

２１日 牛乳 スパゲティナポリタン ベーコン カットスパゲティ、油、バター にんにく、玉ねぎ、にんじん、ピーマン、トマト 737 904

（木） わかめとチンゲン菜のスープ わかめ でん粉 とうもろこし、キャベツ、チンゲンサイ、玉ねぎ、にんじん 27.4 32.2

ごはん 貝焼きみそ 牛乳、ホタテ、みそ、卵 米、三温糖 玉ねぎ、しめじ、ねぎ

２２日 【姉妹都市献立】 牛乳 かぶのサラダ（和風ごまドレッシング） ドレッシング かぶ、きゅうり、パプリカ赤、キャベツ、にんじん 584 727

（金） せんべい汁 とり肉、豆腐 油、南部せんべい にんじん、ごぼう、しいたけ、まいたけ、大根、白菜、小松菜、ねぎ 26.6 31.0

中華めん かんとんめん ジョア、豚肉 中華めん、油、ごま油、でん粉 しょうが、白菜、たけのこ、にんじん、チンゲンサイ、ねぎ、しいたけ、きくらげ

２５日 ジョア 豚ねぎ塩パオズ 豚肉 小麦粉、でん粉 ねぎ、キャベツ、にら、にんにく、しょうが 645 754

（月） マスカット 昆布の中華サラダ（中華ドレッシング） 刻み昆布 はるさめ、ドレッシング キャベツ、もやし、にんじん 24.9 28.4

ごはん さばのゆうあん焼き 牛乳、さば 米 ゆず

２６日 牛乳 切干大根の煮物 とり肉、油揚げ 油、三温糖 切干大根、にんじん、こんにゃく、いんげん 650 813

（火） ゆばのお吸物 ゆば、かまぼこ、わかめ しいたけ、しめじ、小松菜、ねぎ 25.9 30.9

ごはん かつ煮 牛乳、豚肉、卵 米、パン粉、でん粉、油、三温糖 玉ねぎ、枝豆

２７日 牛乳 磯香おひたし（きざみのり・しょうゆ） のり もやし、小松菜、キャベツ、にんじん 677 819

（水） みそ汁　　いよかんゼリー 油揚げ、わかめ、みそ じゃが芋、いよかんゼリー 大根、ねぎ 25.6 28.8

食パン ★たこナゲット（トマトケチャップ） 牛乳、たこ、いか、たら 食パン、いちごジャム、小麦粉、でん粉 トマト

２８日 牛乳 ポークビーンズ【型抜きにんじん入り】 豚肉、白いんげん豆、大豆 油、じゃが芋、三温糖 ニンニク、玉ねぎ、にんじん、トマト 747 958

（木） いちごジャム 野菜スープ でん粉 キャベツ、にんじん、もやし、とうもろこし、小松菜、しいたけ 27.4 34.6

月平均栄養摂取量 688 847
26.3 31.0

建国記念
け ん こ く き ね ん

の日
ひ

　　　　２月分予定献立表（Bコース） （給食回数１９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
○ １日【行事食（節分献立）】

○１９日【郷土・イベントに関連した料理（福岡県）】 ○２２日【教科関連献立（姉妹都市献立：青森県野辺地町郷土料理）】

「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。


