
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 いわしのかんろに 牛乳、いわし 米、三温糖 生姜

１日 【いわしの日】 牛乳 豚肉と里芋のうま煮 豚肉 油、里芋、三温糖 こんにゃく、にんじん、枝豆 634 829
（火） みそ汁 豆腐、油揚げ、みそ 玉ねぎ、小松菜、ぶなしめじ、長ねぎ 28.3 35.7

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

２日 牛乳 五目焼ビーフン 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 690 833
（水） 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 28.0 31.4

こどもパン ◆鶏肉の中華風カレースープ（カレモア） 牛乳、鶏肉、豆乳 こどもパン、油、じゃが芋、カレールウ 生姜、にんにく、玉ねぎ、にんじん、パプリカ赤・黄、ココナッツミルク

３日 【サモア料理】 牛乳 バナナのカップケーキ 牛乳 ホットケーキミックス、三温糖、ココア バナナ 672 911
（木） 春雨サラダ（バンバンジードレッシング） はるさめ、ドレッシング とうもろこし、キャベツ、もやし、きゅうり、にんじん 22.0 30.3

チャーメン ◆長崎さらうどん 牛乳、豚肉、えび、いか、うずら卵 チャーメン、油、三温糖、でん粉、ごま油 生姜、筍、椎茸、にんじん、白菜、玉ねぎ、チンゲン菜

４日 牛乳 焼きぎょうざ 豚肉、鶏肉 小麦粉、パン粉、砂糖、でん粉 キャベツ、玉ねぎ、生姜 596 749

（金） 海そうサラダ（塩ドレッシング） わかめ、茎わかめ、昆布 ドレッシング キャベツ、もやし、にんじん、きゅうり 26.9 34.2

ソフトめん 肉みそあんかけ 牛乳、豚肉、みそ ソフトめん、油、三温糖、ごま油、でん粉 にんにく、生姜、玉ねぎ、椎茸、にんじん、長ねぎ

７日 牛乳 あじフリッター あじ、あおさ、沖あみ 小麦粉、油、砂糖、米粉 706 836
（月） 野菜の和風あえ（和風ドレッシング） ドレッシング キャベツ、もやし、にんじん、きゅうり、ほうれん草、青パパイヤ 28.2 32.5
○ ごはん レバーとポテトのオーロラソース 牛乳、豚レバー 米、でん粉、じゃが芋、油、三温糖 生姜、にんにく、トマト

８日 【目の愛護デー】 牛乳 小松菜のおひたし（かつお節・しょうゆ） かつお節 小松菜、キャベツ、もやし、にんじん 632 824
（火） かぼちゃのみそ汁 油揚げ、みそ 大根、かぼちゃ、にんじん、長ねぎ 25.5 32.6

ごはん さばのみそだれ 牛乳、さば、みそ 米、でん粉、三温糖 生姜

９日 牛乳 きぬ揚げと大根の含め煮 厚揚げ 三温糖 大根、こんにゃく、にんじん、筍、れんこん、椎茸、いんげん 611 855
（水） すまし汁　　　中＞りんごヨーグルト はんぺん、豆腐、中＞ヨーグルト ほうれん草、えのきだけ、にんじん、長ねぎ、中＞りんご 25.2 34.0
○ 食パン スコッチエッグ（トマトケチャップ） 牛乳、鶏肉、卵 食パン、チョコクリーム、パン粉、油 玉ねぎ、トマト

１０日 【ワールドカップ献立】 牛乳 花野菜のサラダ（かんきつ風味ドレッシング） ドレッシング ブロッコリー、カリフラワー、キャベツ、にんじん 637 853
（木） チョコクリーム ◆野菜と大麦のスープ（スコッチブロス） 鶏肉、レンズ豆 油、大麦、小麦 セロリ、玉ねぎ、キャベツ、にんじん 25.4 32.2

ごはん 若鶏のから揚げ 牛乳、鶏肉 米、でん粉、油 生姜、にんにく

１１日 牛乳 大根サラダ（香味中華ドレッシング） ドレッシング もやし、大根、にんじん、ほうれん草 648 815
（金） 野菜の中華スープ わかめ でん粉 とうもろこし、キャベツ、チンゲン菜、にんじん、玉ねぎ、冬瓜 28.4 31.5
１４日

（月）

地粉うどん けんちんうどん ジョア、豆腐、油揚げ 地粉うどん、里芋、油、三温糖 大根、ごぼう、にんじん、長ねぎ、椎茸

１５日 ジョア ★ちくわのいそべ揚げ ちくわ、あおさ 天ぷら粉、油 622 778
（火）

プレーン こんにゃくサラダ（青じそドレッシング） ドレッシング キャベツ、にんじん、きゅうり、小松菜、こんにゃく 23.2 27.5
ごはん 肉だんごの甘酢だれ 牛乳、鶏肉 米、パン粉、砂糖 玉ねぎ

１６日 牛乳 ★おやまめこまめサラダ（ごまドレッシング） 大豆 ドレッシング 枝豆、キャベツ、きゅうり、にんじん 623 777
（水） 田舎汁　 豆腐、油揚げ、みそ 里芋、油、かぼちゃプリン ごぼう、にんじん、大根、小松菜、長ねぎ 21.4 24.5

バーガーパン チーズサンドコロッケ 牛乳、チーズ、卵 バーガーパン、じゃが芋、パン粉、油、砂糖

１７日 牛乳 サラダ（サウザンドレッシング） ドレッシング もやし、キャベツ、枝豆、とうもろこし、にんじん 763 993
（木） 鶏肉と野菜のスープ　　ガトーショコラ 鶏肉、豆腐 油、ガトーショコラ セロリ、玉ねぎ、ぶなしめじ、キャベツ、にんじん、ほうれん草 30.1 39.0

ごはん モウカの香味ソース 牛乳、モウカ 米、オリーブ油、油、三温糖、ごま油 生姜、にんにく、玉ねぎ、葉ねぎ、

１８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 665 884
（金） あさりのみそ汁 あさり、豆腐、みそ 大根、えのきだけ、長ねぎ 27.3 35.7

中華めん みそラーメン 牛乳、豚肉、みそ 中華めん、三温糖、ごま油、ごま 生姜、にんにく、とうもろこし、もやし、にんじん、にら、きくらげ、長ねぎ

２１日 牛乳 さつまいも蒸しパン さつまいも、小麦粉、砂糖 737 866
（月） ★ごぼうサラダ（マヨネーズ） マヨネーズ ごぼう、れんこん、キャベツ、にんじん、きゅうり 23.7 28.0
２２日

（火）

秋の香りごはん 春まき 牛乳、鶏肉、鶏肉 米、栗、油、三温糖、小麦粉、はるさめ、でん粉、油 ぶなしめじ、椎茸、にんじん、玉ねぎ、キャベツ、もやし、にんじん、筍

２３日 【太田小リクエスト献立】 牛乳 サラダ（玉ねぎドレッシング） ドレッシング キャベツ、もやし、にんじん、枝豆 739 919
（水） なめこのみそ汁　　ムースだいふく 豆腐、みそ ムースだいふく なめこ、大根、にんじん、長ねぎ 24.9 31.4

食パン ★鶏肉のコーンフレーク焼き 牛乳、鶏肉、ヨーグルト、チーズ 食パン、ジャム、マヨネーズ、パン粉、コーンフレーク にんにく、生姜

２４日 牛乳 いろどりサラダ（フレンチドレッシング） ドレッシング キャベツ、もやし、きゅうり、にんじん、パプリカ赤・黄 708 845
（木） ブルーベリージャム ミネストローネ ベーコン オリーブ油、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 29.5 33.0

ごはん ポークカレー 牛乳、豚肉、脱脂粉乳 米、じゃが芋、カレールウ 生姜、にんにく、にんじん、玉ねぎ、トマト、りんご

２５日 牛乳 はんぺんフライ（ソース） たら、さめ、卵白 油、パン粉、山芋 697 901
（金） フルーツポンチ 豆乳 砂糖 桃、パインアップル、ぶどう、りんご、みかん 22.5 29.4
○ 地粉うどん きのこうどん ジョア、鶏肉、かまぼこ 地粉うどん、油、三温糖 なめこ、えのきだけ、エリンギ、まいたけ、椎茸、長ねぎ

２８日 【教科関連献立】 ジョア スティック大学いも さつまいも、油、水あめ、三温糖、ごま、でん粉 659 831
（月）

マスカット きっかあえ（きざみのり・しょうゆ） のり キャベツ、小松菜、れんこん、にんじん、菊 26.9 34.8
ごはん さんまのみぞれ煮 牛乳、さんま 米、砂糖 大根

２９日 牛乳 野菜炒め 油 玉ねぎ、キャベツ、もやし、にんじん、ピーマン 658 806
（火） 豚汁 豚肉、豆腐、みそ 油、里芋 ごぼう、こんにゃく、にんじん、大根、長ねぎ 26.0 30.6

ごはん ビビンバ 牛乳、豚肉、みそ 米、油、三温糖、ごま、ごま油 にんにく、生姜、玉ねぎ、ぜんまい、にんじん、にら、りんご

３０日 牛乳 野菜のナムル ほうれん草、キャベツ、大豆もやし、にんじん 602 765
（水） わかめスープ わかめ はるさめ、ごま油、でん粉 とうもろこし、長ねぎ、チンゲン菜 25.7 31.2

ドックパン トマト入りオムレツ 牛乳、卵 ドックパン、砂糖、でん粉、オリーブ油 トマト、玉ねぎ、にんじん、とうもろこし、りんご

３１日 牛乳 やきそば 豚肉、あおさ 中華麺、油 玉ねぎ、キャベツ、にんじん、ピーマン 672 839
（木） ポトフ　　かぼちゃプリン 鶏肉 じゃが芋、油 にんにく、セロリ、玉ねぎ、キャベツ、にんじん 24.6 30.5

１０月平均栄養摂取量 665 843
25.9 31.9

即位礼正殿の儀

　　　　１０月分予定献立表（Bコース） （給食回数２１回）

日付
(曜日)

献立
こんだて 熱量(Kcal)

　たんぱく質

体育の日

※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

※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。

○８日 【行事食（目の愛護デー）】

○１０日 【郷土・イベントに関連した料理（ラグビーワールドカップ献立（10/13対戦） スコットランド）】

○２８日 【教科関連献立（小学校２年生国語：秋がいっぱい）】

 10月 予定

食材 産地 食材 産地 食材 産地 食材 産地 食材 産地

米 埼玉（久喜産米） 煮干し 九州 キャベツ　 茨城 パプリカ 韓国 冬瓜 久喜

パン 埼玉、アメリカ、カナダ 厚削り 静岡 きく 山形 ピーマン 茨城 青パパイヤ 久喜

麺 埼玉、アメリカ、カナダ モウカ 宮城 ごぼう　 茨城 ブロッコリー 茨城 ほうれん草　 茨城

牛乳 埼玉、栃木、北海道など あじフリッター べトナムなど ぜんまい 秋田、山形 メークイン 北海道 もやし　 栃木

いわし甘露煮 茨城 かんぴょう 栃木 さつまいも 茨城 大豆もやし 茨城

さんまみぞれ煮 岩手、宮城 たけのこ　 愛媛 里芋 千葉 えのき 埼玉

えび インドネシア たまねぎ 北海道 えだまめ インドネシア ぶなしめじ 長野

卵 卵 新潟など かぼちゃ 久喜 大根　 千葉 いんげん インドネシア エリンギ 長野

豚肉 千葉、神奈川 きゅうり　 久喜 にら 茨城 カリフラワー 熊本など まいたけ 長野

鶏肉 宮崎、鹿児島など 根深ねぎ　 久喜 にんじん 千葉 生姜　 鹿児島、高知 なめこ 長野、新潟

あさり 熊本 ニンニク　 久喜 はくさい 長野 チンゲンサイ　 茨城 切干大根　 宮崎

イカ ペルー 小松菜　 埼玉 パセリ　 茨城 ホールコーン　 北海道 ほししいたけ 宮崎、大分

さば ノルウェー セロリ　 長野 葉ねぎ 静岡 蓮根 茨城 きくらげ 熊本
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令和元年度　学校給食使用食材の産地　（久喜地区）

主
食
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牛
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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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「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。


