
（給食回数１４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
プルコギ

１日 牛乳 とうふととうがんのチゲ 661
（月） れいとうみかん 26.6

チキンカツ（ソース）

２日 牛乳 きゃべつのサラダ（ドレッシング） 672
（火） 〇 アルファベットマカロニのスープ 28.1

さばのたつたあげ

３日 牛乳 ごもくきんぴら 707
（水） わかめのみそしる 23.6

ごもくうどん（しる）

４日 牛乳 ちくわのこうみあげ 640
（木） かんぴょうのごまドレッシングあえ（ドレッシング） 24.1

ほしのコロッケ（ソース）

５日 牛乳 ズッキーニのいためもの 673
（金） 〇 たなばたじる　たなばたゼリー 21.6

さわらフライ（ソース）

８日 牛乳 とうがんとこんぶのにもの 661
（月） なすのみそしる 25.5

ハンバーグトマトソース

９日 牛乳 えだまめサラダ（ドレッシング） 633
（火） 〇 あさりとたまごのスープ 25.9

ぴりからぶたライス

１０日 牛乳 もやしのサラダ（ドレッシング） 613
（水） とうがんじる 26.6

ちゃんぽんめん（しる）

１１日 牛乳 ひまわりパイ 695
(木） ごぼうサラダ（ドレッシング） 26.8

とりてん（しょうゆ）

１２日 牛乳 ひじきのにもの 661
（金） だごじる 25.7

オムレツ・ケチャップソース

１６日 牛乳 ラタトゥイユ 666
（火） 〇 かぼちゃのポタージュ 26.2

ローストチキン

１７日 牛乳 こんにゃくサラダ（ドレッシング） 607
（水） 〇 オニオンスープ 25.3

なすなんばんうどん（しる）

１８日 牛乳 えだまめコロッケ（ソース） 688
（木） こまつなのあえもの（ドレッシング） 23.5

なつやさいのカレー

１９日 牛乳 きゅうりのサラダ（ドレッシング） 711
（金） 〇 ゼリー（せんたく） 23.3

　　☆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。 657

　　☆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

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）

キムチどん

２８日 牛乳 はるさめスープ 631
（水） れいとうみかん 21.6

なすなんばんうどん

２９日 牛乳 ちくわのこうみあげ 637
（木） きゅうりのサラダ（ドレッシング） 24.0

しろみざかなフライ（ソース）

３０日 牛乳 ゴーヤチャンプルー 640
（金） もずくのみそしる 25.4

地粉うどん
地粉うどん　じゃがいも　バター
こむぎこ　パンこ　あぶら
ごま　ドレッシング

牛乳　ぶたにく　あぶらあげ
にんじん　なす　ねぎ　しょうが
たまねぎ　えだまめ　こまつな　もやし

むぎごはん
むぎごはん　じゃがいも　あぶら
カレールウ
ドレッシング　ゼリー

牛乳　ぶたにく　チーズ
スキムミルク

たまねぎ　にんじん　ピーマン　なす
にんにく　トマト　きゃべつ　きゅうり
えだまめ

　　８月分予定献立表

月平均栄養摂取量

むぎごはん
むぎごはん　さとう　あぶら
ドレッシング

牛乳　ぶたにく　とりにく　とうふ
みそ

たまねぎ　にんじん　ほししいたけ
しめじ　にら　しょうが　とうがん
ちんげんさい　ほうれんそう　もやし

ツイストパ
ン

ツイストパン　さとう　バター
オリーブオイル　こむぎこ
あぶら

牛乳　たまご　ウインナー
とりにく　チーズ　スキムミルク

なす　ズッキーニ　ピーマン　パプリカ
たまねぎ　トマト　にんにく　かぼちゃ
パセリ　にんじん

キャロットピラフ
むぎごはん　あぶら　バター
ドレッシング

牛乳　あさり　とりにく　ベーコン
たまねぎ　にんじん　マッシュルーム
えだまめ　パセリ　ホールコーン
きゃべつ　きゅうり　サラダこんにゃく

牛乳　ぶたにく　あさり　いか
うずらのたまご

ねぎ　にんじん　ほししいたけ　もやし
たけのこ　しょうが　にんにく　かぼちゃ
ごぼう　きゅうり　ホールコーン

むぎごはん
むぎごはん　てんぷらこ　あぶら
さとう　こむぎこ　でんぷん

牛乳　とりにく　ぶたにく　ひじき
だいず　さつまあげ　あぶらあげ
とうふ

にんじん　だいこん　ねぎ　こんにゃく

はちみつパ
ン

はちみつパン　さとう　でんぷん
ドレッシング

牛乳　ぶたにく　とりにく
たまご　あさり

にんじん　たまねぎ　ほうれんそう
トマト　ホールコーン　きゃべつ
えだまめ　こまつな

ちゅうかめん　こむぎこ　さとう
バター　ごま　あぶら　でんぷん
ドレッシング

ちゅうかめん

むぎごはん　じゃがいも　こむぎこ
パンこ　あぶら　そうめん　ゼリー

とうがん　にんじん　たまねぎ　ねぎ
なす

むぎごはん　こむぎこ　パンこ
あぶら　さとう　でんぷん

牛乳　ぶたにく　とりにく

むぎごはん
牛乳　さわら　こんぶ
とりにく　とうふ　みそ

むぎごはん

熱量(Kcal)
たんぱく質
（g）

むぎごはん
にんじん　たまねぎ　にら　しめじ　ねぎ
とうがん　ちんげんさい　ほししいたけ
はくさいキムチ　れいとうみかん

たまねぎ　にんじん　ほししいたけ
こまつな　ねぎ　かんぴょう　こまつな

むぎごはん

日付
(曜日)

献立（こんだて）

きゃべつ　きゅうり　にんじん
たまねぎ　とうもろこし

地粉うどん
地粉うどん　てんぷらこ　ごま
あぶら　さとう　ドレッシング

　　７月分予定献立表

牛乳　さば　わかめ　あつあげ
みそ

ごぼう　にんじん　たけのこ　こんにゃく
えだまめ　えのきたけ　たまねぎ　ねぎ
こまつな

こどもパン
こどもパン　こむぎこ　あぶら
パンこ　じゃがいも　マカロニ
ドレッシング

牛乳　とりにく　ベーコン

むぎごはん　さとう　ごま
あぶら

牛乳　ぶたにく　とうふ　みそ

むぎごはん　でんぷん　あぶら
さとう

日付
(曜日)

献立（こんだて）
熱量(Kcal)
たんぱく質
（g）

むぎごはん
むぎごはん　あぶら　さとう
ごまあぶら　はるさめ

はくさいキムチ　しょうが　にんにく　にら
パプリカ　たまねぎ　たけのこ　もやし
きくらげ　こまつな　れいとうみかん

牛乳　ぶたにく　とりにく

牛乳　ほき　とりにく　もずく
みそ　ぶたにく　とうふ　のり
かつおぶし

ねぎ　しめじ　ゴーヤ　にんじん
たまねぎむぎごはん

むぎごはん　あぶら　こむぎこ
パンこ　ごま　さとう

牛乳　ぶたにく　なると　ちくわ

きゃべつ　にんじん　ズッキーニ
オクラ　ほししいたけ　しょうが

地粉うどん
地粉うどん　てんぷらこ　ごま
あぶら　ドレッシング

牛乳　ぶたにく　あぶらあげ
ちくわ

にんじん　なす　ねぎ　しょうが
こまつな　もやし　きゃべつkcal

７月 予定

食材 産地 食材 産地 食材 産地 食材 産地 食材 産地 食材 産地

米 埼玉（久喜市産米） 昆布 北海道 しょうが 熊本 小松菜 埼玉 冷凍みかん 愛媛

パン 埼玉、アメリカ、カナダ 肉 切干大根 宮崎 にんにく 青森 えのきたけ 長野

麺 埼玉、アメリカ、カナダ 類 鶏肉 ごま
ﾊﾟﾗｸﾞｱｲ・ｸﾞｧﾃﾏﾗ・ﾒｷｼ

ｺ他 にら 栃木 ズッキーニ 栃木

牛乳 埼玉、栃木、北海道など そうめん
オーストラリア・日

本 とうがん 沖縄 オクラ 鹿児島

ウインナー 千葉・群馬他 しめじ 長野 千両なす 埼玉

卵 卵 埼玉・新潟他 青梗菜 茨城 ほうれん草 埼玉・栃木

干ししいたけ 岩手 うずらの卵 愛知・静岡他 長ねぎ 埼玉 大根 青森

さわら 東シナ海 わかめ 韓国 きゅうり 埼玉 きゃべつ 茨城・群馬 枝豆 北海道

鯖 ノルウエー ひじき 長崎・韓国 青 じゃがいも 長崎 パセリ 千葉 ピーマン 茨城・青森

いか ペルー・チリ 大豆 北海道 果 にんじん 埼玉・千葉 オクラ 埼玉 パプリカ 韓国

はるさめ タイ 類 たまねぎ 埼玉・栃木 とうもろこし 山梨 かぼちゃ 北海道

青
果
類

北海道・青森・岩手・

新潟・鳥取・群馬・宮
崎・鹿児島

牛
乳

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。

魚
類

豚肉

令和元年度　学校給食使用食材の産地　（  栗橋地区小学校　）

主
食

　
乾
物
等

青
果
類

青
果
類

北海道・青森・岩
手・　茨城・宮崎・
鹿児島
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