
久喜市教育委員会   
令和元年度 全農食品久喜事業所
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主食 飲物 おかず （あか） （きいろ） （みどり） 小学生 中学生

ごはん 和風ソースハンバーグ 牛乳、豚肉、鶏肉 米、三温糖、でん粉 玉ねぎ、えのきだけ、椎茸、葉ねぎ、生姜、にんにく

８日 牛乳 きりぼし大根とひじきの煮物 ひじき、油揚げ 三温糖 切干大根、にんじん、いんげん 669 909

（水） 豆腐のみそ汁 豆腐、みそ キャベツ、ほうれん草、長ねぎ 26.5 35.2

〇 ごはん いとよりだいの竜田揚げ 牛乳、いとよりだい 米、でん粉、油 生姜

９日 【行事食・年始の伝統】 牛乳 いためなます 豚肉 油、ごま油、三温糖 しらたき、ごぼう、にんじん、れんこん、椎茸、いんげん 615 778

（木） 七草汁 鶏肉、油揚げ 大根、かぶ、にんじん、小松菜、白菜、長ねぎ、せり 26.8 32.3

ごはん 白玉ぜんざい 牛乳、小豆 米、白玉、三温糖

１０日 牛乳 もやしと茎わかめの和え物（和風玉ねぎドレッシング） 茎わかめ ドレッシング もやし、ほうれん草、にんじん 730 964

（金） のりのつくだ煮 おでん たこ、たら、がんも、うずら卵、昆布、ちくわ、のり 砂糖、でん粉 大根、にんじん、こんにゃく 29.0 37.7

１３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、みかんジャム、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

１４日 牛乳 コールスローサラダ（コールスロードレッシング） ドレッシング キャベツ、きゅうり、にんじん、とうもろこし 654 788
（火） みかんジャム ベーコンと野菜のスープ ベーコン 油、じゃが芋 セロリ、玉ねぎ、ぶなしめじ、にんじん、ほうれん草 26.5 30.4

中華めん 広東めん 牛乳、豚肉 中華めん、油、ごま油、でん粉 生姜、白菜、筍、にんじん、チンゲン菜、長ねぎ、椎茸、きくらげ

１５日 牛乳 ★揚げぎょうざ　　　　中＞ヨーグルト 鶏肉、豚肉、中＞ヨーグルト 小麦粉、パン粉、砂糖、でん粉、油 キャベツ、玉ねぎ、生姜 615 843

（水） わかめサラダ（中華ドレッシング） わかめ ドレッシング キャベツ、もやし、にんじん、こんにゃく 23.3 31.0

ごはん さばのゆうあん焼き 牛乳、さば 米、砂糖 ゆず

１６日 牛乳 糸こんぶの煮物 昆布、ちくわ、油揚げ 三温糖 にんじん、こんにゃく 669 848

（木） だまこ汁 だまこもち、油、三温糖 ごぼう、にんじん、ぶなしめじ、まいたけ、椎茸、こんにゃく、せり、長ねぎ 23.7 28.6

ごはん コロッケ（ソース） 牛乳 米、じゃが芋、砂糖、パン粉、油 玉ねぎ

１７日 牛乳 野菜の煮物 豚肉 油、三温糖 にんじん、大根、れんこん、こんにゃく、枝豆 673 826

（金） みそ汁 豆腐、油揚げ、みそ 玉ねぎ、えのきだけ、長ねぎ 23.2 27.3

ごはん チキンカレー 牛乳、鶏肉、脱脂粉乳 米、油、じゃが芋、カレールウ にんにく、生姜、にんじん、玉ねぎ、りんご

２０日 【カレーの日】 牛乳 ★くじらの竜田揚げオーロラソース くじら でん粉、油、三温糖 生姜、玉ねぎ 734 966

（月） ★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、パプリカ 29.4 39.5

ドックパン ★たこナゲット（トマトケチャップ） 牛乳、たこ、いか、たら ドックパン、小麦粉、油、砂糖

２１日 牛乳 シェルマカロニサラダ（コーンクリーミードレッシング） マカロニ、ドレッシング にんじん、玉ねぎ、きゅうり、とうもろこし 656 831

（火） 根菜の和風ポトフ 鶏肉 かぶ、にんじん、大根、れんこん、キャベツ、セロリ 24.4 30.0

地粉うどん いなり力うどん ジョア、鶏肉、かまぼこ 地粉うどん、油、三温糖 チンゲン菜、長ねぎ、えのきだけ、椎茸

２２日 ジョア ★いなりもち 油揚げ もち、三温糖 599 721

（水） プレーン 磯香和え（しょうゆ・きざみのり） のり キャベツ、もやし、にんじん、小松菜 22.5 28.1

〇 ごはん ぶり大根 牛乳、ぶり 米、でん粉、油、三温糖 生姜、大根、にんじん、枝豆

２３日 【冬季国体・富山県】 牛乳 ◆かぶのやちゃら（和風ドレッシング） 寒天 ドレッシング かぶ、きゅうり、にんじん、きくらげ、キャベツ、もやし 683 869

（木） ◆つぼ煮 油揚げ 里芋 わらび、ぜんまい、細竹、えのきだけ、にんじん、椎茸、長ねぎ 26.1 32.1

ごはん メンチカツ（ソース） 牛乳、豚肉、鶏肉 米、パン粉、でん粉、砂糖、油 玉ねぎ

２４日 牛乳 五目焼きビーフン 豚肉 ビーフン、油、ごま油、ごま 玉ねぎ、にんじん、キャベツ、筍、にら、椎茸 697 867

（金） かんぴょうのみそ汁 油揚げ、みそ かんぴょう、大根、にんじん、ほうれん草、長ねぎ 25.4 30.5

〇 麦ごはん 鮭の塩焼き 牛乳、さけ 米、麦

２７日 【行事食・給食の始まり】 牛乳 青菜のおひたし（しょうゆ） 小松菜、もやし、キャベツ、にんじん 577 743

（月） みそけんちん汁 豆腐、みそ 油、里芋 こんにゃく、ごぼう、椎茸、大根、にんじん、長ねぎ、チンゲン菜 26.2 32.3

こどもパン しらす入りオムレツ（トマトケチャップ） 牛乳、卵、しらす こどもパン、砂糖、でん粉、油

２８日 【ニュージーランド料理】 牛乳 サラダ（サウザンドレッシング） ドレッシング キャベツ、きゅうり、にんじん、パプリカ、とうもろこし 701 949

（火） ◆さつま芋のポタージュ（クマラスープ） 牛乳、脱脂粉乳 マーガリン、油、さつま芋、じゃが芋、ベシャメルソース、ホワイトルウ、生クリーム 玉ねぎ、パセリ 23.5 32.5

ソフトめん 豚肉と野菜のあんかけめん ジョア、豚肉、かまぼこ ソフトめん、でん粉 玉ねぎ、にんじん、小松菜、長ねぎ、椎茸

２９日 ジョア しゃくし菜まん 豚肉、みそ 小麦粉、砂糖、ラード、油 こんにゃく、しゃくし菜漬け、玉ねぎ、にんにく 623 741

（水） いちご 大根サラダ（塩ドレッシング） ドレッシング 大根、キャベツ、にんじん、きゅうり、枝豆 26.0 30.7

山菜のまぜごはん 6年1組　山のあったかごはん

３０日 【清久小リクエスト】 ★笹かまぼこの緑茶揚げ 牛乳、鶏肉、油揚げ、笹かまぼこ 米、三温糖、天ぷら粉、油 わらび、ぜんまい、細竹、えのきだけ、筍、にんじん、煎茶

（木） 牛乳 ツナ野菜ソテー まぐろ 油 にんじん、玉ねぎ、キャベツ、もやし、ピーマン 589 761

山菜のみそ汁 豆腐、みそ わらび、ぜんまい、細竹、えのきだけ、にんじん、椎茸、長ねぎ 28.3 36.6

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

３１日 牛乳 ミニ絹揚げとキムチの炒め物 豚肉、厚揚げ 油、ごま油、三温糖、ごま 白菜、玉ねぎ、大根、にんじん、にら、りんご、にんにく、もやし、玉ねぎ、筍、にら 668 874

（金） 白菜の華風スープ　★中＞アーモンドフィッシュ 中＞かたくちいわし ごま油、でん粉、中＞アーモンド・ごま はくさい、にんじん、ぶなしめじ、チンゲン菜、長ねぎ 24.3 33.2

１月平均栄養摂取量 656 840
25.6 32.2
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こんだて 熱量(Kcal)

たんぱく質（g）

○印は「久喜市内統一メニュー」です。

○９日 【行事食（年始の伝統）】

○２３日 【郷土食・イベントに関連した献立（冬季国体・富山県）】

○２７日 【行事食（全国学校給食週間・給食の始まり）】

※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

 1月 予定

食材 産地 食材 産地 食材 産地 食材 産地

米 埼玉（久喜産米） さば幽庵漬け ノルウェー たけのこ　 愛媛 えのき 埼玉

パン 埼玉、アメリカ、カナダ いとより竜田揚げ べトマム たまねぎ 北海道 ぶなしめじ 長野

麺 埼玉、アメリカ、カナダ タラポーション ロシア にら 茨城 まいたけ 長野、静岡、新潟

牛乳 埼玉、栃木、北海道など ぶり竜田揚げ 三陸 パセリ　 茨城 マッシュルーム 茨城

キャベツ　 久喜 葉ねぎ 静岡、福岡 切干大根　 宮崎

きゅうり　 久喜 パプリカ ニュージーランド、オランダ ほししいたけ 宮崎、大分

小松菜　 久喜 ピーマン 茨城 きくらげ 熊本

卵 卵 未使用 大根 久喜 もやし　 栃木 小芽ひじき 韓国

チンゲンサイ　 久喜、茨城 八つ頭 久喜

根深ねぎ　 久喜 冷凍おろし生姜　 鹿児島、高知

にんじん 久喜 冷凍おろしにんにく 青森

はくさい 久喜 冷凍ホールコーン　 北海道

煮干し 九州 じゃがいも 久喜 冷凍ほうれん草 茨城

厚削り 静岡 セロリ　 長野 冷凍メークイン 北海道

秋サケ切り身 北海道 せり 茨城 冷凍むきえだまめ インドネシア

さば幽庵漬け ノルウェー 洗いごぼう　 茨城 冷凍いんげん タイ
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令和元年度　学校給食使用食材の産地　（久喜地区）
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千葉、神奈川

鶏肉 宮崎、鹿児島他

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。

肉
類

豚肉

魚
介
類

「中＞〇〇」は、中学生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。


