
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 肉じゃがコロッケ 牛乳、豚肉 米、じゃが芋、砂糖、パン粉、米粉、小麦粉、油 玉ねぎ

２日 【ひっつみの日】 牛乳 ひじきの五目煮 ひじき、さつま揚げ 三温糖 にんじん、こんにゃく、枝豆 643 818
（月） ひっつみ 鶏肉 小麦粉、でん粉 大根、白菜、にんじん、ぶなしめじ、えのきだけ、椎茸、長ねぎ、ごぼう、みつば 22.2 30.2

ドックパン カジキのアボカドソース 牛乳、脱脂粉乳、カジキ ドックパン、バター、べシャメルソース、生クリーム、三温糖、でん粉 アボカド、玉ねぎ

３日 牛乳 ポークビーンズ 豚肉、いんげん豆、大豆 油、じゃが芋、三温糖 にんにく、玉ねぎ、にんじん、トマト 673 858
（火） キャベツとコーンのスープ でん粉 キャベツ、にんじん、もやし、とうもろこし、小松菜、椎茸、玉ねぎ 29.4 36.0

ソフトめん ボンゴレロッソ 牛乳、ベーコン、あさり ソフトめん、オリーブ油、ハヤシルウ、三温糖、でん粉 にんにく、玉ねぎ、にんじん、ぶなしめじ、マッシュルーム、トマト、パセリ

４日 牛乳 焼きウインナー ウインナー 699 825
（水） カラフルサラダ（フレンチドレッシング） ドレッシング キャベツ、もやし、パプリカ、とうもろこし 26.5 30.5
〇 赤飯 鶏のから揚げ梨ソースかけ 牛乳、ささげ、鶏肉 米、もち米、黒ごま、でん粉、油、梨ジャム 生姜、にんにく、和梨、レモン

５日 【合併10周年記念献立】 牛乳 久喜市産野菜いっぱい和え物（ごまドレッシング） ドレッシング キャベツ、もやし、にんじん、小松菜、きゅうり 644 807
（木） ごま塩 お祝いすまし汁　　　　　いちごゼリー なると いちごゼリー 大根、白菜、にんじん、ほうれん草、長ねぎ 27.6 31.8
〇 ごはん ★きびなごの南蛮漬け 牛乳、きびなご、あおさ、黒のり 米、小麦粉、油、でん粉、パン粉、三温糖、ごま レモン、玉ねぎ、にんじん

６日 【郷土食・鹿児島県】 牛乳 野菜の和え物（和風玉ねぎドレッシング） ドレッシング キャベツ、にんじん、小松菜、きゅうり 620 801
（金） 鶏飯 鶏肉、卵 砂糖、でん粉 玉ねぎ、にんじん、椎茸、筍、わけぎ、生姜 27.5 36.0

ごはん 6年1組　みんな大好きモリモリ給食
９日 【太田小リクエスト】 ハンバーグデミグラスソース 牛乳、鶏肉、豚肉、みそ 米、砂糖、でん粉、デミグラスソース、ハヤシルウ、三温糖 玉ねぎ、生姜、にんにく、マッシュルーム、トマト

（月） 磯香和え（きざみのり・しょうゆ） のり キャベツ、もやし、にんじん、ほうれん草 695 872
なめこのみそ汁　　　　プリン 豆腐、みそ プリン なめこ、大根、にんじん、長ねぎ 29.4 35.6

食パン サーモンムニエル 牛乳、さけ 食パン、メープルジャム、小麦粉、油、マーガリン

１０日 【カナダ料理】 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、パプリカ、にんじん 674 895
（火） メープルジャム ◆えんどう豆のスープ（スプリットピースープ） ウインナー、レンズ豆 油 セロリ、玉ねぎ、グリンピース、とうもろこし、ほうれん草、にんじん、パセリ 28.2 34.1
〇 中華めん 豆腐ラーメン ジョア、豚肉、豆腐、わかめ 中華めん、油、三温糖、でん粉 生姜、にんにく、にんじん、長ねぎ

１１日 【教科関連献立】 ジョア みそポテト みそ じゃが芋、小麦粉、でん粉、ベーキングパウダー、油、三温糖 ゆず 643 820
（水） マスカット 白菜の和え物（中華ドレッシング） ドレッシング 白菜、もやし、キャベツ、ほうれん草、にんじん 24.3 29.3

ごはん 6年1組　海の幸給食
１２日 【清久小リクエスト】 ★あじフライ（ソース） 牛乳、メアジ 米、パン粉、でん粉、小麦粉、油

（木） のりふりかけ 海草サラダ（和風ドレッシング） わかめ、茎わかめ、昆布、のり、かつお節 ドレッシング、砂糖 キャベツ、もやし、にんじん、きゅうり 617 785
あおさと大根のみそ汁 あおさ、みそ 大根、にんじん、長ねぎ、小松菜 23.2 28.2

ごはん ほうれん草カレー 牛乳、脱脂粉乳、鶏肉 米、じゃが芋、カレールウ にんにく、生姜、にんじん、玉ねぎ、ほうれん草、りんご

１３日 牛乳 ゆでたまご 卵 691 882
（金） 野菜炒め ベーコン 油 玉ねぎ、キャベツ、もやし、にんじん、ピーマン 26.5 34.0

ごはん さんまのオレンジ煮 牛乳、さんま 米、砂糖 オレンジ

１６日 牛乳 筑前煮 鶏肉、ちくわ 油、三温糖 筍、にんじん、こんにゃく、ごぼう、れんこん、椎茸 662 804
（月） みそ汁 豆腐、油揚げ、みそ 大根、にんじん、長ねぎ 27.0 32.2

こどもパン ローストチキン 牛乳、鶏肉、乳たん白、卵白 こどもパン、砂糖、でん粉 りんご、バナナ、玉ねぎ、にんにく、生姜

１７日 【クリスマス献立】 牛乳 ブロッコリーサラダ（コールスロードレッシング） ドレッシング ブロッコリー、キャベツ、にんじん、とうもろこし 642 836
（火） ミネストローネ ベーコン オリーブ油、じゃが芋、三温糖 にんにく、セロリ、にんじん、玉ねぎ、トマト、パセリ 29.3 34.9

地粉うどん 五目京風うどん ジョア、鶏肉、わかめ、かまぼこ、油揚げ 地粉うどん、油、三温糖 にんじん、長ねぎ、椎茸、えのきだけ

１８日 ジョア ★いかの照り焼き いか 631 810
（水） プレーン 里芋のごま味噌煮 豚肉、みそ 油、里芋、三温糖、ごま、でん粉 こんにゃく、大根、にんじん 28.3 33.6

ごはん さばの竜田揚げ 牛乳、さば 米、でん粉、油 生姜

１９日 牛乳 きりぼし大根の含め煮 鶏肉、油揚げ 油、三温糖 切干大根、にんじん、こんにゃく、いんげん 663 880
（木） 豚汁 豚肉、豆腐、みそ 油、じゃが芋 ごぼう、しらたき、にんじん、大根、長ねぎ 27.0 33.7
〇 ごはん 鶏肉とかぼちゃの香味和え 牛乳、鶏肉 米、でん粉、油、三温糖、ごま かぼちゃ、ゆず

２０日 【行事食・冬至】 牛乳 冬至サラダ（かんきつ風味ドレッシング） 寒天 ドレッシング れんこん、もやし、キャベツ、ほうれん草、にんじん 667 828
（金） お切り込み 豚肉、油揚げ うどん、三温糖 椎茸、にんじん、白菜、大根、長ねぎ 26.0 30.5

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

２３日 牛乳 野菜のソテー 豚肉 油 にんじん、キャベツ、もやし、ピーマン 774 914
（月） abcスープ　　　　　クリスマスケーキ ベーコン マカロニ、油、クリスマスケーキ セロリ、にんじん、玉ねぎ、とうもろこし、チンゲン菜 29.1 34.1

ごはん 八宝菜 牛乳、豚肉、うずら卵、なると 米、油、三温糖、でん粉、ごま油 生姜、筍、椎茸、きくらげ、チンゲン菜、玉ねぎ、にんじん、もやし、白菜

２４日 牛乳 ニラまんじゅう 豚肉 小麦粉、砂糖、でん粉 にら、キャベツ、長ねぎ、にんにく、生姜 618 813
（火） サラダ（韓国ナムルドレッシング） ドレッシング キャベツ、もやし、きゅうり、にんじん 24.5 31.3

１２月平均栄養摂取量 662 838
26.8 32.7

1月 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

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

１月分予定献立表（Aコース）　★３学期の給食は１月８日（水）から始まります。

　　　　１２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）

牛乳

牛乳

○印は「久喜市内統一メニュー」です。

○５日 【久喜市合併１０周年記念お祝い献立】

○６日 【郷土食・イベントに関連した献立（鹿児島県）】

○１１日 【教科関連献立（小学３年生社会：私たちの埼玉県）】

○２０日 【行事食（冬至）】

※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

「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。

 12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） イカみりん醬油漬 ペルー 冷凍ほうれん草　 久喜、茨城 北海道チルドポテト 北海道

パン 埼玉、アメリカ、カナダ カジキ切り身 静岡 セロリ　 長野 冷凍むきえだまめ インドネシア

麺 埼玉、アメリカ、カナダ 秋サケ切り身 北海道 洗いごぼう　 茨城 冷凍いんげん インドネシア

牛乳 埼玉、栃木、北海道など あじフィレフライ ベトナム他 たけのこ　 愛媛 冷凍おろし生姜　 鹿児島、高知

きびなご天ぷら 日本 たまねぎ 北海道 冷凍おろしにんにく 青森

さば竜田揚げ ノルウェー パセリ　 茨城 冷凍ホールコーン　 北海道

さんまオレンジ煮 岩手、宮城 パプリカ ニュージーランド、オランダ 蓮根水煮 茨城

卵 卵 新潟他 タラポーション ロシア ピーマン 茨城 冷凍アボカド ペルー

キャベツ　 久喜 ブロッコリー 埼玉 えのき 埼玉

きゅうり　 久喜 葉ねぎ 静岡 ぶなしめじ 長野

小松菜　 久喜 糸みつば 茨城 なめこ 長野、新潟

大根 久喜 もやし　 栃木 マッシュルーム 茨城

あさり 熊本、愛知他 チンゲンサイ　 久喜、茨城 里芋 千葉 切干大根　 宮崎

煮干し 九州 根深ねぎ　 久喜 冷凍メークイン 北海道 ほししいたけ 宮崎、大分

厚削り 静岡 にんじん 久喜 北海道チルドポテト 北海道 きくらげ 熊本

はくさい 久喜 冷凍むきえだまめ インドネシア

かぼちゃ 久喜 冷凍いんげん インドネシア

令和元年度　学校給食使用食材の産地　（久喜地区）
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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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