
（給食回数１8回）

令和元年度 　　久喜市教育委員会 菖蒲学校給食センター

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） 小学生 中学生

地粉うどん カレーうどん

３日 牛乳 ちくわのてんぷら 709 922

（月） こまつなのサラダ（ドレッシング） 25.1 31.4

☆ むぎごはん いわしフライ（ソース）　　　　　ふりかけ

４日 牛乳 ほうれんそうのあえもの（ドレッシング） 666 866

（火） ごじる 25.2 31.5
ごはん ささみのあまからあげ

５日 牛乳 もやしのサラダ（ドレッシング） 603 784

（水） ワンタンスープ 25.9 32.4

ごはん おろしハンバーグ

６日 牛乳 きんぴらごぼう 626 814

（木） じゃがいものみそしる 23.9 29.9

★ きなこあげパン ♪　三箇小学校リクエスト献立　♪

◎ 牛乳 グラタン

７日 きゅうりのサラダ（ドレッシング） 680 884

（金） ミネストローネ 27.1 33.9
ちゅうかめん みそラーメン

１０日 牛乳 ポークシュウマイ 603 784

（月） だいこんサラダ（ドレッシング） 25.2 31.5

◇ ごはん さばのみそだれかけ

１２日 牛乳 きりぼしだいこんのふくめに 631 820

（水） すいとんじる 25.6 32.0

★ こどもパン やさいコロッケ（ソース）

１３日 牛乳 やさいのソテー 713 927

（木） コーンクリームスープ 23.6 29.5
ごはん さけのマヨネーズやき

★ 牛乳 やさいたっぷりぶたキムチ

１４日 だいこんのみそしる　 625 813

（金） チョコプリン(乳・卵不使用) 28.6 35.8
地粉うどん あんかけうどん

１７日 牛乳 いももち 645 839

（月） こまつなのサラダ（ドレッシング） 20.2 25.3
ごはん メンチカツ（ソース）

１８日 牛乳 ひじきのにもの 628 816

（火） こんさいのごまじる 22.1 27.6

◆ ごはん モウカフライ（ソース）

１９日 牛乳 かんぴょうのにもの 575 748

（水） ゆばいりすましじる 24.1 30.1

★ しょくパン ガーリックチキン

２０日 いちごジャム 牛乳 スパゲッティナポリタン 628 816

（木） やさいスープ 27.9 34.9

★ むぎごはん ポークカレー

２１日 牛乳 カリフラワーのサラダ（ドレッシング） 671 872

（金） ぽんかん 22.6 28.3
ごはん レバーのオーロラソースあえ

２５日 牛乳 ほうれんそうのいそかあえ（のり、しょうゆ） 641 833

（火） とうふのみそしる 27.2 34.0
ごはん さんまのしょうがに

２６日 牛乳 もやしとぶたにくのみそいため 604 785

（水） すましじる 25.6 32.0

★ くろパン ポークフリッター

２７日 牛乳 ブロッコリーのサラダ（ドレッシング） 688 894

（木） はくさいのシチュー 26.8 33.5
ごはん あげぎょうざ

２８日 牛乳 だいこんのナムル（ドレッシング） 615 800

（金） はっぽうさい 22.4 28.0

642 834
25.0 31.2

牛乳　ベーコン　スキムミルク
こなチーズ

たまねぎ　にんじん　グリンピース
きゃべつ　パセリ　ほうれんそう
とうもろこし

こめ　マヨネーズ（卵不使用）
あぶら　ごまあぶら
チョコプリン

こめ　むぎ　じゃがいも
あぶら　カレールウ
ドレッシング

牛乳　ぶたにく　こなチーズ
スキムミルク

たまねぎ　にんじん　トマト　にんにく
ブロッコリー　カリフラワー　きゃべつ
ぽんかん

パン　ジャム　オリーブオイル
スパゲッティ　バター

牛乳　とりにく　ベーコン
こなチーズ

にんにく　トマト　たまねぎ　ピーマン
きゃべつ　にんじん　とうもろこし

こめ　こむぎこ　パンこ
あぶら　さとう

牛乳　モウカ　とりにく
ゆば　とうふ

かんぴょう　にんじん　ほししいたけ
ごぼう　いんげん　みつば　ねぎ
たまねぎ

牛乳　ぶたにく
ごぼう　はくさい　だいこん　にんじん
ねぎ　しょうが　もやし　こまつな

こめ　こむぎこ　パンこ
あぶら　さとう　さといも　ごま

ゆでうどん　あぶら　でんぷん
じゃがいも　ドレッシング

たまねぎ　にんじん　こんにゃく
えだまめ　だいこん　ねぎ　ごぼう

牛乳　ぶたにく　とりにく
ひじき　とうふ　あぶらあげ
みそ

月平均栄養摂取量

こめ　でんぷん　あぶら
さとう

牛乳　ぶたレバー　のり
とうふ　あぶらあげ　みそ

にんにく　しょうが　ほうれんそう
もやし　にんじん　だいこん　ねぎ

パン　こむぎこ　あぶら
ホワイトルウ　ドレッシング

牛乳　フランクフルト　とりにく
スキムミルク　こなチーズ

にんじん　たまねぎ　はくさい　しめじ
ブロッコリー　きゃべつ

こめ　さとう　でんぷん
あぶら

牛乳　さんま　とうふ　わかめ
かまぼこ　ぶたにく　みそ

しょうが　にんじん　だいこん　ねぎ
もやし　にら　にんじん　にんにく

こめ　さとう　こむぎこ　あぶら
でんぷん　ごまあぶら
ドレッシング

牛乳　ぶたにく　かまぼこ
いか

きゃべつ　しょうが　にんにく　たまねぎ
にんじん　はくさい　ちんげんさい
たけのこ　にら　ねぎ　だいこん
とうもろこし　もやし

牛乳　さけ　みそ　ぶたにく
あぶらあげ　とうふ

しょうが　にんにく　はくさいキムチ
にら　きゃべつ　ねぎ　だいこん
にんじん

　　２月分予定献立表
日付
(曜日)

献立（こんだて）

牛乳　ぶたにく　ちくわ
ゆでうどん　さとう　でんぷん
あぶら　カレールウ　こむぎこ
ドレッシング

にんにく　しょうが　たまねぎ　きゃべつ
にら　にんじん　もやし　とうもろこし
ねぎ　だいこん　にんじん　きゅうり

こめ　さとう　でんぷん
あぶら　こむぎこ

牛乳　さば　みそ　とりにく
あぶらあげ

きりぼしだいこん　にんじん　えだまめ
こんにゃく　はくさい　だいこん　えのき
ごぼう　ねぎ

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

牛乳　ぶたにく　みそ

ほうれんそう　にんじん　はくさい
こまつな　だいこん　ねぎ

牛乳　のり　いわし　だいず
あぶらあげ　みそ

パン　じゃがいも　こむぎこ
パンこ　あぶら　ホワイトルウ
オリーブオイル

とうもろこし　たまねぎ　きゅうり
だいこん　にんじん　きゃべつ　セロリ
にんにく　トマト

　　　熱量(Kcal)
　　　たんぱく質（g）

こめ　でんぷん　あぶら
さとう　ワンタン(こむぎこ)
ごまあぶら　ドレッシング

牛乳　とりにく　ぶたにく
しょうが　にんにく　にんじん　たまねぎ
ねぎ　こまつな　もやし　とうもろこし
きゃべつ

こめ　パンこ　さとう　あぶら
ごま　じゃがいも

牛乳　とりにく　ぶたにく
さつまあげ　あぶらあげ
とうふ　わかめ　みそ

たまねぎ　だいこん　にんじん　ごぼう
しらたき　えだまめ　ねぎ

にんじん　たまねぎ　ねぎ　こまつな
もやし　きゃべつ

こめ　むぎ　こむぎこ　パンこ
あぶら　ごま　ドレッシング

パン　さとう　あぶら　バター
じゃがいも　パンこ　ごま
ホワイトルウ　オリーブオイル
ドレッシング

牛乳　きなこ　とりにく
スキムミルク　こなチーズ
チーズ　ベーコン

＊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、スプーンのつく日ですが、毎日清潔な「箸」を用意しましょう。
☆印は、行事食（節分献立）、◆印は、郷土食（栃木県）、◇印は、教科と関連した献立（小学６年 保健体育 病気の予防）です。
◎印は、三箇小学校リクエスト献立「みんな大好き給食」です。

２月分　学校給食使用食材の産地（予定）　

産地（予定） 品種 産地（予定） 品種 産地（予定） 品種 産地（予定） 品種 産地（予定）

米 埼玉（久喜市産米） たけのこ 和歌山、徳島 いわし 北海道 こまつな 埼玉、茨城 ピーマン 茨城

パン 埼玉、アメリカ、カナダ わかめ 岩手、宮城 さば 長崎 ねぎ 久喜 パセリ 千葉

麺 埼玉、アメリカ、カナダ はるさめ タイ モウカ 宮城 ごぼう 茨城 セロリ 愛知、静岡

ひじき 鹿児島、長崎、熊本、韓国 さけ 北海道 にんにく 青森 えのき 長野

牛乳 埼玉、栃木、北海道など 切干大根 宮崎 さんま 岩手、宮城 じゃがいも 久喜、北海道 みつば 茨城

ほししいたけ 島根、北海道 きゅうり 久喜 ぽんかん 愛媛

きくらげ 熊本 にんじん 久喜、千葉 ほうれんそう 埼玉、久喜 枝豆 北海道

のり 兵庫 たまねぎ 北海道 しょうが 高知 いんげん 北海道

豚肉 群馬、栃木、茨城 もやし 栃木 ブロッコリー 久喜 トマト イタリア

鶏肉 茨城、栃木、宮崎 はくさい 久喜 にら 栃木 さといも 千葉

ベーコン 千葉、群馬 きゃべつ 久喜 しめじ 長野 とうころこし 北海道

豚肉レバー 北海道 チンゲン菜 茨城 だいこん 千葉、神奈川 大豆 北海道
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