
（給食回数１3回）

久喜市 教育委員会

平成３１年度

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）

フランクのマッシュルームソース

１０日 牛乳 キャベツときゅうりのサラダ（ドレッシング） 580
（水） 〇 ポトフ 25.9

とりのからあげ

1１日 牛乳 ほうれんそうのあえもの（ドレッシング） 639
（木） すましじる 25.4

あつやきたまご

１２日 牛乳 にくじゃが 645
（金） ほうれんそうのおひたし 21.5

マーボーどうふ

１5日 牛乳 はるさめサラダ（ドレッシング） 595
（月） ○ 22.6

ハンバーグ・ケチャップソース

１６日 牛乳 こふきいも 691
（火） ○ コーンスープ 26.3

レバーとポテトのオーロラソース

１７日 むぎごはん 牛乳 こまつなのおひたし 639
（水） たまねぎのみそしる 23.6

みそラーメン

１８日 牛乳 ささみチーズはるまき 635
（木） きりぼしだいこんのサラダ（ドレッシング） 27.8

ちくわこうみあげ

１９日 牛乳 こまつなとコーンのあえもの 632

（金） あおさじる 23.1
さわらフライ（ソース）

２２日 牛乳 はるきゃべつのソテー 676

（月） たけのこいりかきたまじる 27.0
オムレツ・トマトソース

２３日 ツイストパン 牛乳 チリコンカン 699

（火） 〇 マカロニサラダ（ドレッシング） 26.4
ポークカレー(ハッピーにんじん）

２４日 牛乳 フルーツポンチ 720

（水） 〇 22.0
にくごぼううどん

２５日 牛乳 ポテトコロッケ（ソース） 674

（木） ほうれんそうのおひたし 23.8
かつおのたつたあげ

２６日 牛乳 きゃべつのあえもの 650
（金） さんさいじる　かしわもち 25.5

646

24.6
月平均栄養摂取量

地粉うどん
地粉うどん　あぶら　さとう
じゃがいも　バター　こむぎこ
パンこ

たけのこごはん むぎごはん　あぶら　さとう 牛乳　あぶらあげ　とりにく
たけのこ　にんじん　ほししいたけ
しらたき　わらび　うわばみそう
えのきたけ

牛乳　ぶたにく　あぶらあげ
ごぼう　しょうが　ほししいたけ　にんじん
たまねぎ　ねぎ　ほうれんそう　もやし
ホールコーン

たまねぎ　にんじん　ほししいたけ
しらたき　　さやいんげん
ほうれんそう　きゃべつ

むぎごはん

牛乳　ぶたにく　だいず
たまご

ちゃめし　あぶら　さとう
こむぎこ　ごま　ドレッシング

牛乳　とりにく　あおさ　とうふ
あぶらあげ　みそ　ちくわ

にんじん　ごぼう　しらたき
さやいんげん　えのきたけ
こまつな　ホールコーン

むぎごはん
むぎごはん　あぶら　こむぎこ
パンこ　はるさめ

きゃべつ　にんじん　ちんげんさい
たけのこ

ちゅうかめん
ちゅうかめん　はるまきのかわ
じゃがいも　ごま　ごまあぶら
さとう　ドレッシング

牛乳　ぶたにく　チーズ
とりにく　みそ

はくさい　にんじん　ねぎ　しょうが
にんにく　ほししいたけ　もやし
ほうれんそう　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　カレールウ
こんにゃくゼリー

牛乳　ぶたにく　チーズ
スキムミルク

にんじん　たまねぎ　にんにく
トマト　りんご（缶）　みかん（缶）
おうとう（缶）

しょいめし

こどもパン
こどもパン　じゃがいも　あぶら
ベシャメルルウ

牛乳　とりにく　ぶたにく
チーズ　スキムミルク

たまねぎ　にんじん　ホールコーン
パセリ

せきはん
ごましお

せきはん　ごま　でんぷん
あぶら　ドレッシング

牛乳　とりにく　はんぺん
わかめ

ねぎ　にんじん　ほうれんそう
もやし

むぎごはん

むぎごはん　あぶら　ごまあぶ
ら
でんぷん　はるさめ　さとう
ドレッシング

牛乳　ぶたにく　とうふ
みそ

にんじん　ほししいたけ　たまねぎ
たけのこ　ねぎ　しょうが　きゃべつ
きゅうり

むぎごはん　じゃがいも
あぶら　さとう

牛乳　たまご　ぶたにく

ツイストパン　あぶら　マカロニ
さとう　こむぎこ　ドレッシング

たまねぎ　にんじん　にんにく
マッシュルーム　にんにく
ブロッコリー　きゅうり

むぎごはん　じゃがいも
でんぷん　あぶら　さとう

牛乳　ぶたレバー　とうふ
あぶらあげ　みそ

たまねぎ　ねぎ　こまつな
ホールコーン　にんじん

牛乳　さわら　ハム　とうふ
たまご　わかめ

　　４月分予定献立表

日付
(曜日)

献立（こんだて） 熱量(Kcal)
たんぱく質
（g）

コッペパン
コッペパン　じゃがいも
ドレッシング

牛乳　フランクフルト　ベーコン
とりにく

たまねぎ　マッシュルーム
にんじん　きゃべつ　えだまめ
セロリ　きゅうり　もやし

                   栗橋地区小学校

★牛乳の下に○がついている日はスプーンをもってきてください。
★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。

＊今年度も毎月３回、久喜市統一献立を実施します。４月は、

行事食 入学・進級おめでとう献立（１１日） 教科と関連した献立 小２ 国語（はるがいっぱい）（２２日） 郷土料理 三重県（１９日）

５月の行事食 こどもの日のお祝い献立（２６日）を実施します。

＊今年度より、麺の日は木曜日になりました。

４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（久喜市産米） 干ししいたけ 岩手 もやし 群馬 あおさ 愛知

パン 埼玉、アメリカ、カナダ わかめ 韓国 ねぎ 埼玉・茨城 さやいんげん 北海道

麺 埼玉、アメリカ、カナダ ほうれんそう 埼玉 さといも 千葉

牛乳 埼玉、栃木、北海道など 生姜 熊本 むきえだまめ 北海道

豚レバー 北海道 にんじん 徳島 パセリ 長野 りんご（缶） 山形・秋田

卵 卵 埼玉・新潟 青 たまねぎ 北海道 白菜 茨城 みかん（缶）
愛知・神奈川・和歌山・

静岡他

果 じゃがいも 北海道 にんにく 青森 黄桃（缶） ギリシャ

さわら 京都 切干大根 宮崎 きゃべつ 愛知・茨城 小松菜 埼玉・茨城 ｳﾜﾊﾞﾐｿｳ 秋田

かつお 宮城 ごま
ﾊﾟﾗｸﾞｱｲ・ｸﾞｧﾃﾏﾗ・ﾒｷｼ
ｺ他 ごぼう 青森・茨城 えのき茸 長野 ﾜﾗﾋﾞ 青森

大豆 北海道 セロリ 長野 青梗菜 茨城 たけのこ 和歌山・徳島

はるさめ タイ きゅうり 埼玉 ブロッコリー 愛知

平成３１年度　学校給食使用食材の産地　（  栗橋地区小学校　）
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鶏肉

北海道・青森・岩手・
新潟・鳥取・群馬・宮
崎・鹿児島

豚肉

北海道・青森・岩
手・　茨城・宮崎・
鹿児島

青
果
類牛

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。
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類


