
（給食回数１８回）

久喜市 教育委員会

令和元年度 栗橋地区小学校

熱や力となるもの 血・肉・骨となるもの 体の調子を整えるもの

主食 飲物 おかず （きいろ） （あか） （みどり）

★ いわしフライ（ソース）

３日 牛乳 はくさいのあえもの（ドレッシング） 652
（月） ごじる　ふくまめ 27.6

チキンナゲット（ケチャップ）

４日 牛乳 きゃべつのサラダ（ドレッシング） 651
（火） 〇 はくさいときのこのシチュー 25.1

あつやきたまご

５日 牛乳 もやしのあえもの（ドレッシング） 654
（水） キムチなべ 27.4

カレーうどん（しる）

６日 牛乳 ちくわのおちゃあげ 655
（木） ほうれんそうのおひたし 24.1
◆ さばのみそだれかけ

７日 牛乳 きりぼしだいこんのにもの 744
（金） すいとん 23.5

さんまのしょうがに

１０日 牛乳 ねぎととりにくのいためもの 632
（月） 　 みそけんちんじる 27.0

ジャンボギョーザ

１２日 牛乳 ほうれんそうのあえもの（ドレッシング） 712
（水） 〇 とんじる　みかんゼリー 22.6

もやしラーメン（しる）

１３日 牛乳 ささみチーズはるまき 627
（木） こまつなときゃべつのサラダ（ドレッシング） 28.0

ハートのハンバーグ・ケチャップソースかけ

1４日 牛乳 きゃべつのソテー 648
（金） 　 きのこのスープ 25.5

レバーとポテトのオーロラソースあえ

1７日 牛乳 こまつなのサラダ（ドレッシング） 654
（月） わかめのみそしる 23.5

ベーコンチーズオムレツ

１８日 牛乳 ブロッコリーのサラダ（ドレッシング） 618
（火） 〇 アルファベットマカロニのスープ　ヨーグルト 25.9
※ もろのフライ（ソース）

１９日 牛乳 ゆばのすましじる 663
（水） かんぴょうのいりに 27.2

にくごぼううどん（しる）

２０日 牛乳 はなしゅーまい 605
（木） くきわかめのサラダ（ドレッシング） 26.7

しろみざかなのチリソースあえ

２１日 牛乳 かいそうサラダ（ドレッシング） 616
（金） とうふのスープ 24.4

スコッチエッグ（ケチャップ）

２５日 牛乳 いとかんてんのサラダ（ドレッシング） 730
（火） 〇 あさりとたまごのスープ 26.5

つくねぼう

２６日 牛乳 きんぴらごぼう 630
（水） ぐだくさんじる 22.5

みそラーメン（しる）

２７日 牛乳 てづくりコロッケ（ソース） 718
（木） きりぼしだいこんのサラダ（ドレッシング） 27.5

チキンカレー

２８日 牛乳 ひじきのサラダ（ドレッシング） 736
（金） 〇 23.5

　　☆牛乳の下に○がついた日はスプーンを持ってきてください。 664
　　☆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。 25.5

むぎごはん　でんぷん　あぶら
さとう　ドレッシング

牛乳　たら　とりにく　とうふ
わかめ　こんぶ　くきわかめ
とさかのり

むぎごはん
むぎごはん　あぶら　ごまあぶら
ごま　さといも　さとう

牛乳　とりにく　ぶたにく　あつあげ
みそ

ごぼう　にんじん　だいこん　ねぎ
こんにゃく　さやいんげん

むぎごはん
ねぎ　えだまめ　たまねぎ　にんじん
たけのこ　にら　きゅうり　きゃべつ

　　２月分予定献立表

日付
(曜日)

献立（こんだて）

ねぎ　きりぼしだいこん　こまつな
ホールコーン　にんじん

むぎごはん
むぎごはん　さといも　あぶら
さとう　でんぷん

牛乳　たまご　ぶたにく　とうふ
みそ

はくさい　ねぎ　にら　もやし　にんじん
ぽうれんそう　はくさいキムチ

わかめごは
ん

むぎごはん　こむぎこ　さとう　ごま
あぶら　でんぷん　ごまあぶら
じゃがいも　ドレッシング
ゼリー

地粉うどん　さとう　こむぎこ
あぶら　ごまあぶら　でんぷん
ドレッシング

牛乳　ぶたにく　ちくわ　あぶらあげ
とうふ　くきわかめ

ライスボール
ライスボール　マカロニ　じゃがいも
ドレッシング

牛乳　ベーコン　たまご　とりにく
ヨーグルト

牛乳　さめ　ゆば　とうふ　かまぼこ
わかめ　ぶたにく　あぶらあげ

熱量(Kcal)
たんぱく質
（g）

むぎごはん
むぎごはん　あぶら　こむぎこ
パンこ　ドレッシング

牛乳　いわし　だいず　あぶらあげ
みそ

ほうれんそう　にんじん　はくさい
にんじん　ねぎ　こまつな　だいこん

牛乳　とりにく　スキムミルク
きゃべつ　ホールコーン　ブロッコリー
にんじん　しめじ　たまねぎ　はくさい
えだまめ

むぎごはん

地粉うどん

むぎごはん　でんぷん　あぶら
さとう　こむぎこ　さといも

牛乳　さば　みそ　とりにく
あぶらあげ

はくさい　だいこん　にんじん　ねぎ
きりぼしだいこん　ほししいたけ

むぎごはん
こむぎこ　パンこ　ごまあぶら
さとう　ごま　ドレッシング

牛乳　さんま　とりにく　とうふ
あぶらあげ　みそ

にんじん　だいこん　こんにゃく　ごぼう
ねぎ　こまつな

ちゅうかめん

地粉うどん
地粉うどん　でんぷん　あぶら
カレールウ　さとう　こむぎこ

牛乳　ぶたにく　ちくわ
たまねぎ　ねぎ　にんじん　ねぎ　おちゃ
ほうれんそう　きゃべつ

ソフトフラン
スパン

ソフトフランスパン　あぶら　こむぎ
こ
バター　じゃがいも　ドレッシング

ちゅうかめん　あぶら　こむぎこ
じゃがいも　でんぷん
ドレッシング

牛乳　ぶたにく　とりにく　チーズ
にんじん　もやし　ねぎ　にら　たけのこ
きくらげ　こまつな　きゃべつ

牛乳　わかめ　ぶたにく　とうふ
みそ

たまねぎ　きゃべつ　にら　ほししいたけ
きりぼしだいこん　ほうれんそう　もやし
にんじん　ごぼう　だいこん　ねぎ

こまつな　ほししいたけ　にんじん　しめじ
かんぴょう　たけこの

むぎごはん　こむぎこ　パンこ
あぶら　さとう

むぎごはん むぎごはん　さとう　あぶら
牛乳　とりにく　ぶたにく
フランクフルト

トマト　きゃべつ　マッシュルーム　ねぎ
ホールコーン　にんじん　しめじ
えのきたけ　たまねぎ　ほししいたけ

むぎごはん
むぎごはん　じゃがいも　あぶら
でんぷん　さとう　ごま　ドレッシング

牛乳　ぶたレバー　わかめ　とうふ
あぶらあげ　みそ

ごぼう　にんじん　ほししいたけ　ねぎ
たまねぎ　きゃべつ　ほうれんそう
もやし

たまねぎ　トマト　にんじん　みつば
にら　きゃべつ　こまつな

ちゅうかめ
ん

ちゅうかめん　あぶら　こむぎこ
じゃがいも　パンこ　バター　ごま
さとう　ごまあぶら　ドレッシング

にんじん　きゃべつ　たまねぎ
ホールコーン　ブロッコリー

あげパン
ツイストパン　あぶら　さとう
でんぷん　ドレッシング

牛乳　きなこ　とりにく　ぶたにく
たまご　あさり

にんじん　たまねぎ　ばんのうねぎ
きゃべつ　いとかんてん　こまつな

むぎごはん

月平均栄養摂取量

牛乳　ぶたにく　みそ　チーズ
だいず

にんじん　もやし　ホールコーン　ねぎ
ほししいたけ　たまねぎ　きゃべつ
きりぼしだいこん

むぎごはん
むぎごはん　じゃがいも　あぶら
ごまあぶら　オリーブオイル
カレールウ　ドレッシング

牛乳　とりにく　ひじき　ツナ

kcal

ｇ

★行事：節分 ※郷土食（栃木県）

◆教科と関連：小６保健体育（病気の予防）

２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） たら 北海道 大豆 北海道 白菜 茨城 しめじ 長野

パン 埼玉、アメリカ、カナダ あさり 中国 切干大根 宮崎 長葱 埼玉 ブロッコリー 愛知

麺 埼玉、アメリカ、カナダ ごま
ﾊﾟﾗｸﾞｱｲ・ｸﾞｧﾃﾏﾗ

ﾒｷｼｺ他 ピーマン 茨城 生姜 熊本

牛乳 埼玉、栃木、北海道など 豚肉 青森・千葉・栃木他 茎わかめ 岩手他 みつば 茨城・千葉 小松菜 埼玉

鶏肉 宮崎・山梨他 はるさめ タイ えのき茸 長野 大根 千葉

豚レバー 北海道他 糸寒天 南米他 ほうれんそう 埼玉 万能葱 佐賀

お茶 埼玉 きゃべつ 千葉 きゅうり 埼玉

鰯 ヨーロッパ、モロッコ、千葉 昆布 北海道 卵 埼玉、新潟、秋田他 じゃがいも 北海道

鯖 ノルウエー 乾 干ししいたけ 岩手 にんにく 青森

さんま 岩手他 物 わかめ 韓国 にんじん 千葉 もやし 栃木

もろ 宮城 等 ひじき 長崎・韓国 玉葱 北海道 ピーマン（赤） 韓国

令和元年度　学校給食使用食材の産地　（  栗橋地区小学校　）
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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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