
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

地粉うどん 肉うどん 牛乳、豚肉、かまぼこ 地粉うどん、三温糖 小松菜、玉ねぎ、にんじん、長ねぎ、ぶなしめじ、椎茸

２日 牛乳 ありの実カップケーキ 牛乳 ホットケーキミックス、ベーキングパウダー、三温糖 レーズン、梨 677 825
（月） 野菜のごまドレ和え（和風ごまドレッシング） ドレッシング ほうれん草、キャベツ、にんじん、とうもろこし 24.1 29.1

ごはん うずら卵のスコッチエッグ 牛乳、うずら卵、卵、鶏肉 米、パン粉、砂糖 玉ねぎ、生姜

３日 【重陽の節句】 牛乳 ★きんぴらごぼう 豚肉 油、ごま油、三温糖、ごま ごぼう、にんじん、こんにゃく、いんげん 623 797
（火） 菊花すまし 豆腐、わかめ 菊、大根、長ねぎ 23.9 30.6

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、ピーマン、玉ねぎ、にんじん、もやし、白菜

４日 牛乳 海そうサラダ（バンバンジードレッシング） わかめ、茎わかめ、昆布 ドレッシング キャベツ、にんじん、きゅうり 612 753
（水） ひややっこ（しょうゆ） 豆腐 25.3 28.9

こどもパン かぼちゃグラタン 牛乳、脱脂粉乳、チーズ こどもパン、マカロニ、生クリーム かぼちゃ、玉ねぎ

５日 牛乳 カラフルサラダ（イタリアンドレッシング） ドレッシング キャベツ、きゅうり、にんじん、赤パプリカ、ほうれん草 691 901
（木） ベーコンと野菜のスープ ベーコン チンゲン菜、にんじん、玉ねぎ、エリンギ、とうもろこし 25.6 34.0

ごはん ★いかの鉄板焼き 牛乳、いか 米、マーガリン、油

６日 牛乳 ミニがんもと野菜の含め煮 がんも 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 642 823
（金） 豚汁 豚肉、豆腐、みそ 油、じゃが芋 ごぼう、こんにゃく、にんじん、大根、長ねぎ 28.7 35.5

中華めん ジャージャーめん 牛乳、豚肉、みそ 中華めん、三温糖、でん粉、ごま油 にんにく、生姜、玉ねぎ、筍、長ねぎ、にんじん、椎茸

９日 牛乳 ★磯ギョーザ ひじき、鶏肉、豚肉 小麦粉、でん粉、砂糖、ごま油、油 キャベツ、長ねぎ、椎茸、生姜 681 857
（月） ★ごぼうサラダ（ごまドレッシング） ドレッシング ごぼう、キャベツ、にんじん、きゅうり、黄パプリカ 24.0 30.4

ごはん 夏野菜カレー 牛乳、豚肉、脱脂粉乳 米、油、じゃが芋、カレールウ かぼちゃ、なす、ズッキーニ、にんにく、生姜、玉ねぎ、にんじん、トマト、りんご

１０日 牛乳 コーンサラダ（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、ほうれん草、とうもろこし 694 883
（火） ぶどう（巨峰） 巨峰 22.8 29.1
○ 麦ごはん さんまの甘露煮 牛乳、のり、さんま 米、麦、三温糖 生姜

１１日 【統一・十五夜】 牛乳 枝豆サラダ（和風ドレッシング） ドレッシング 枝豆、小松菜、きゅうり、にんじん、キャベツ 671 813
（水） のりふりかけ けんちん汁　　　十五夜ゼリー 豆腐 白玉もち、油、里芋、十五夜ゼリー ごぼう、にんじん、大根、こんにゃく、長ねぎ 23.0 25.9

ドックパン チョリソー 牛乳、フランクフルト ドックパン、オリーブ油、三温糖 にんにく、玉ねぎ、トマト

１２日 【アルゼンチン料理】 牛乳 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 747 944
（木） パスタ入りスープ（ギソ） 豚肉 油、じゃが芋、マカロニ 玉ねぎ、にんじん、トマト 27.3 33.1

ごはん ★ささかまぼこの石垣揚げ 牛乳、ささかまぼこ 米、天ぷら粉、ごま、油

１３日 牛乳 キムタクごはんの具 豚肉 油、三温糖、ごま油、ごま にんじん、にら、椎茸、長ねぎ、白菜、玉ねぎ、大根、りんご、にんにく、たくあん 647 812
（金） 田舎汁 油揚げ、みそ 油、里芋 ごぼう、大根、小松菜、こんにゃく、にんじん、長ねぎ 26.6 30.7
１６日

（月）

地粉うどん 豚キムチうどん 牛乳、豚肉、みそ 地粉うどん、油、三温糖、ごま油、ごま にんにく、生姜、玉ねぎ、大根、にんじん、筍、長ねぎ、ぶなしめじ、椎茸、白菜、にら、りんご

１７日 牛乳 きのこシュウマイ　　★中＞アーモンドフィッシュ 豚肉 小麦粉、でん粉、砂糖、ごま油 玉ねぎ、椎茸、ぶなしめじ 638 832
（火） 野菜のお浸し（しょうゆ・かつお節） かつお節　　中＞かたくちいわし 中＞アーモンド、ごま キャベツ、もやし、にんじん、小松菜 28.8 38.0

ごはん ハムかつ（ソース） 牛乳、豚肉 米、油、パン粉

１８日 牛乳 野菜炒め　　　　　　　中＞ヨーグルト 豚肉 はるさめ、油、ごま油 キャベツ、にんじん、ピーマン 691 905
（水） じゃが芋と玉ねぎのみそ汁　　 油揚げ、みそ　　　中＞ヨーグルト じゃが芋 えのきだけ、玉ねぎ、長ねぎ 24.5 30.1
○ ライ麦パン ピロシキ ジョア、豚肉 ライ麦パン、油、小麦粉、砂糖、パン粉 玉ねぎ、キャベツ

１９日 【教科関連・ロシア】 ジョア じゃが芋のサラダ（マヨネーズ） じゃが芋、マヨネーズ にんじん、玉ねぎ、とうもろこし 775 889
（木） パイナップル ボルシチ 豚肉 油、三温糖 にんにく、ビート、玉ねぎ、にんじん、キャベツ、トマト、パセリ 24.4 29.2

ごはん さばの香味焼き 牛乳、さば 米、砂糖 生姜、にんにく

２０日 【ひじきの日】 牛乳 ひじきとさつま揚げの煮物 ひじき、さつま揚げ じゃが芋、三温糖 にんじん、枝豆 669 835
（金） 鶏つくね汁 鶏肉、みそ パン粉、でん粉、砂糖 にんじん、ごぼう、大根、白菜、チンゲン菜、長ねぎ、ぶなしめじ 27.1 32.5
２３日

（月）

ソフトめん カレーコロッケ 牛乳、豚肉 ソフトめん、じゃが芋、砂糖、カレー粉、パン粉、油 玉ねぎ

２４日 牛乳 ★こんにゃくサラダ（かんきつ風味ドレッシング） わかめ、茎わかめ、昆布 ドレッシング こんにゃく、キャベツ、にんじん、小松菜 755 913
（火） 野菜いっぱいボロネーゼ　　冷凍みかん 豚肉、脱脂粉乳 油、三温糖、でん粉、ハヤシルウ にんにく、玉ねぎ、ピーマン、にんじん、トマト、みかん 28.0 34.6

ごはん 五目厚焼卵 牛乳、のり、卵 米、砂糖 ごぼう、にんじん、れんこん、筍、椎茸

２５日 牛乳 豚肉と大豆の煮物 豚肉、大豆 油、三温糖 玉ねぎ、にんじん、枝豆、こんにゃく 622 792
（水） 味つけのり 冬瓜と豆腐のみそ汁 豆腐、みそ 冬瓜、にんじん、小松菜、長ねぎ、椎茸、ぶなしめじ 28.7 35.0
○ 山型食パン ベーコンポテトチーズオムレツ 牛乳、ベーコン 山型食パン、ジャム、じゃが芋、油、マーガリン 玉ねぎ、キャベツ、パセリ

２６日 【郷土食・アイルランド】 牛乳 ◆キャベツ入りマッシュポテト（コルキャノン） 卵、ベーコン、チーズ じゃが芋、砂糖 玉ねぎ 670 781
（木） いちごジャム アイリッシュシチュー 牛肉 油、じゃが芋 にんにく、タイム、セロリ、にんじん、玉ねぎ、マッシュルーム、ヤングコーン、パセリ 28.3 32.9

ごはん ユーリンチー 牛乳、鶏肉 米、でん粉、油、三温糖、ごま油 長ねぎ、生姜、にんにく

２７日 牛乳 きりぼし大根サラダ（中華ドレッシング） ドレッシング 切干大根、キャベツ、小松菜、にんじん 652 848
（金） わかめスープ わかめ、豆腐 はるさめ、ごま油、でん粉 とうもろこし、長ねぎ、チンゲン菜 25.4 31.2

中華めん 塩ラーメン 牛乳、豚肉、なると 中華めん、油、でん粉 にんにく、生姜、とうもろこし、もやし、にら、にんじん、チンゲン菜、長ねぎ、きくらげ

３０日 牛乳 お好み焼き（ソース）　はちみつレモンゼリー 豚肉 米粉、小麦粉、でん粉 キャベツ 702 848
（月） 茎わかめのサラダ（韓国ナムルドレッシング）　 茎わかめ ドレッシング、はちみつレモンゼリー ほうれん草、キャベツ、にんじん 28.2 34.7

９月平均栄養摂取量 677 844
26.0 31.8

振替休日

敬老の日

　　　　９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

※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。

○１１日 【行事食（十五夜）】

○１９日 【教科関連献立（ラグビーワールドカップ献立（9/20対戦） ロシア）】

○２６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（9/28対戦） アイルランド）】
「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。


