
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

ナン 焼きウインナーケチャップソース 牛乳、ウインナー ナン、三温糖 トマト、玉ねぎ

１日 牛乳 キーマカリー 豚肉 カレールウ、油 にんにく、生姜、セロリ、にんじん、玉ねぎ、トマト、りんご 623 806

（月） モロヘイヤのスープ 鶏肉 でん粉、ごま、油 モロヘイヤ、筍、玉ねぎ、にんじん、長ねぎ 27.7 34.8

食パン サーモンムニエル 牛乳、鮭 食パン、チョコ大豆クリーム、小麦粉、油、マーガリン

２日 牛乳 サラダ（フレンチドレッシング） ドレッシング ミニトマト、キャベツ、枝豆、きゅうり、にんじん 675 889

（火） チョコ大豆クリーム コーンポタージュ 脱脂粉乳、チーズ 油、生クリーム、ホワイトルウ とうもろこし、玉ねぎ 28.2 35.7

中華めん 台湾ラーメン 牛乳、豚肉 中華めん、油、ごま油、でん粉 にんにく、生姜、にんじん、もやし、筍、にら、長ねぎ

３日 牛乳 味付け煮たまご 卵 三温糖 654 776

（水） 大根サラダ（バンバンジードレッシング） ドレッシング 大根、キャベツ、にんじん、きゅうり 28.4 32.2

○ 麦ごはん 星型コロッケ（ソース） 牛乳、鶏肉、豚肉 米、麦、じゃが芋、パン粉、でん粉、小麦粉、油 玉ねぎ

４日 【行事食・七夕】 牛乳 ズッキーニの炒め物 豚肉 油 にんにく、ズッキーニ、にんじん、キャベツ、玉ねぎ 698 855

（木） 七夕汁　　　　　　　　　　　　七夕ゼリー 鶏肉、豆腐 そうめん、油、麩、ゼリー 生姜、オクラ、にんじん、小松菜、椎茸、みつば 23.1 27.5

○ ごはん さわらの竜田揚げ 牛乳、さわら 米、油、でん粉 生姜

５日 【郷土料理・岡山県】 牛乳 冬瓜と昆布の煮物 鶏肉、昆布 油、三温糖、でん粉 冬瓜、こんにゃく、にんじん、いんげん 633 793

（金） なすのみそ汁 豆腐、油揚げ、みそ 油 なす、玉ねぎ、チンゲン菜、長ねぎ 24.4 29.0

ごはん えびしゅうまい 牛乳、すけとうだら、えび 米、でん粉、小麦粉、砂糖、エビ油 玉ねぎ

８日 牛乳 春雨の中華サラダ（中華ドレッシング） わかめ はるさめ、ドレッシング もやし、キャベツ、きゅうり、にんじん 665 848

（月） マーボー豆腐 豆腐、豚肉、みそ 油、三温糖、ごま油、でん粉 生姜、にんにく、にんじん、筍、玉ねぎ、長ねぎ、椎茸 26.0 31.6

○ こどもパン オムレツ 牛乳、卵 こどもパン、砂糖、でん粉、油

９日 【教科関連献立】 牛乳 ラタトゥイユ ウインナー オリーブ油、三温糖 にんにく、なす、ズッキーニ、ピーマン、パプリカ、玉ねぎ、トマト 674 864

（火） オクラ入りスープ 鶏肉 油、はるさめ オクラ、にんじん、とうもろこし、ほうれん草、椎茸 26.6 33.1

地粉うどん カレー南蛮 牛乳、豚肉、かまぼこ 地粉うどん、油、カレールウ、三温糖、でん粉 にんにく、生姜、玉ねぎ、長ねぎ、椎茸

１０日 牛乳 ★いかの天ぷら いか、あおさ 天ぷら粉、油 647 776

（水） 野菜のおひたし（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 28.1 31.9

ごはん コーンフライ 牛乳 米、油、小麦粉、パン粉 とうもろこし

１１日 【冬瓜の日】 牛乳 ガパオ 鶏肉 油、三温糖 にんにく、玉ねぎ、ピーマン、パプリカ、バジル 627 805

（木） 冬瓜の黒酢風味スープ 豆腐 ごま油 冬瓜、玉ねぎ、にんじん、ぶなしめじ、チンゲン菜、長ねぎ、椎茸 23.7 28.6
ごはん ポークチャップ ジョア、豚肉 米、小麦粉、油 玉ねぎ、りんご、トマト

１２日 ジョア かぼちゃのサラダ（マヨネーズ） じゃが芋、マヨネーズ かぼちゃ、枝豆、とうもろこし 695 849

（金）
マスカット ベーコンと豆のスープ ベーコン、ひよこ豆、青えんどう豆、赤いんげん豆 玉ねぎ、にんじん、キャベツ、パセリ 25.4 28.4

１５日

（月）

ドックパン ◆★ジョージア風ピザ（ハチャプリ） 牛乳、卵、チーズ ドックパン、ピザ生地、マヨネーズ、オリーブ油

１６日 【ジョージア料理】 牛乳 ◆ジョージア風ジャーマンポテト（オジャクリ） 豚肉 じゃが芋、油 にんにく、玉ねぎ、パプリカ、ピーマン、パセリ 761 908

（火） 鶏肉のワイン煮込み（チャホフビリ）　　ヨーグルト 鶏肉、ヨーグルト マーガリン、油、三温糖 にんにく、玉ねぎ、にんじん、マッシュルーム、トマト、バジル、葉ねぎ 29.8 34.7

中華めん サンラータンメン 牛乳、豚肉、豆腐 中華めん、油、ごま油、ラー油、でん粉 生姜、にんにく、玉ねぎ、筍、にんじん、長ねぎ、チンゲン菜、ぶなしめじ、きくらげ、椎茸

１７日 牛乳 焼き餃子（しょうゆ） 豚肉、鶏肉 小麦粉、パン粉、砂糖、でん粉 キャベツ、玉ねぎ、生姜 622 756

（水） わかめと野菜のサラダ（玉ねぎドレッシング） わかめ ドレッシング キャベツ、もやし、小松菜、にんじん 25.2 31.0

ごはん いわしの生姜煮 牛乳、いわし 米、三温糖 生姜

１８日 牛乳 ★ひじきとごぼうの煮物 鶏肉、ひじき 油、三温糖 にんじん、ごぼう、こんにゃく、枝豆 751 885

（木） みそ汁　　　　　レモンタルト 油揚げ、みそ じゃが芋、レモンタルト えのきだけ、玉ねぎ、小松菜、長ねぎ 27.5 30.7

ごはん チキン南蛮（タルタルソース） 牛乳、鶏肉、卵（タルタルソース） 米、でん粉、油、三温糖、マヨネーズ 生姜、レモン、玉ねぎ、にんじん

１９日 牛乳 ★きりぼし大根のお浸し（かつお節・しょうゆ） かつお節 キャベツ、切干大根、にんじん、小松菜、れんこん 649 786
（金） みそけんちん 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 26.8 29.6

７月平均栄養摂取量 670 828
26.5 31.3

ごはん 鶏のさっぱり煮 牛乳、鶏肉 米、三温糖 にんにく、生姜

２８日 牛乳 ゴーヤーチャンプルー 豚肉、豆腐、かつお節 三温糖 にがうり、にんじん、もやし 640 813

（水） みそ汁 わかめ、みそ キャベツ、ほうれん草、長ねぎ 29.3 36.1

ごはん 白身魚のフリッター 牛乳、タラ、あおさ、沖あみ 米、油、小麦粉、米粉、でん粉

２９日 牛乳 サラダ（玉ねぎドレッシング） ドレッシング キャベツ、きゅうり、もやし、小松菜、パプリカ 668 865

（木） ハヤシライス 豚肉、脱脂粉乳 油、生クリーム、ハヤシルウ 生姜、にんにく、玉ねぎ、にんじん、トマト 24.4 31.2

ごはん 照焼きハンバーグ 牛乳、鶏肉、豚肉 米、三温糖、でん粉 玉ねぎ、にんにく、生姜

３０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、枝豆 691 874
（金） なめこ汁 豆腐、わかめ、みそ なめこ、長ねぎ 29.7 36.4

８月平均栄養摂取量 666 851
27.8 34.6

　　　　　８月分予定献立表（Aコース）
（給食回数3回）

　　　　７月分予定献立表（Aコース） （給食回数１４回）

日付
(曜日)

献立
こんだて 熱量(Kcal)

　たんぱく質

海の日

◆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。

○４日 【行事食（七夕献立）】

○５日 【郷土食・イベントに関連した料理の日（岡山県）】

○９日【教科関連献立（小学２年生・国語（夏がいっぱい））】 「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。

 7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） かぼちゃ 久喜 ズッキーニ 群馬 ニンニク　 青森

パン 埼玉、アメリカ、カナダ きゅうり　 久喜 たけのこ　 愛媛 ホールコーン　 北海道

麺 埼玉、アメリカ、カナダ たまねぎ 久喜 大根　 茨城 ほうれん草　 茨城

牛乳 埼玉、栃木、北海道など 根深ねぎ　 久喜 とうがん　 愛媛 えのき 埼玉

じゃがいも 久喜 なす　 埼玉 ぶなしめじ 長野

キャベツ　 千葉 パセリ　 茨城 マッシュルーム 茨城

チンゲンサイ　 茨城 パプリカ 韓国、オランダ メンマ ベトナム

卵 卵 新潟他 ミニトマト 埼玉、千葉 バジル 愛知 蓮根 茨城

豚肉 千葉、神奈川 にんじん 茨城 ピーマン 茨城 里芋 千葉

鶏肉 宮崎、鹿児島他 オクラ　 鹿児島 糸みつば 埼玉、茨城 切干大根　 宮崎

厚削り 静岡 セロリ　 茨城 もやし　 栃木 ほししいたけ 宮崎、大分

煮干し 九州 にら 茨城 葉ねぎ 福岡 きくらげ 熊本

鮭 北海道 ごぼう　 茨城 えだまめ インドネシア 小芽ひじき 韓国

いわし 茨城 小松菜　 埼玉、茨城 いんげん インドネシア カットワカメ　 韓国

さわら 東シナ海 モロヘイヤ 長崎 生姜　 鹿児島、高知

令和元年度　学校給食使用食材の産地　（久喜地区）
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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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※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


