
（給食回数21回）

久喜市 教育委員会
平成２９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）

★ いかフライ（ソース）
２日 牛乳 だんごじる 714

（月） 　 ごまドレッシングあえ（ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ） 25.5

ハンバーグ・トマトソース

３日 牛乳 マカロニサラダ（ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ） 621

（火） ○ やさいスープ 26.1

もやしラーメン
４日 牛乳 スコッチエッグ 665

(水） 　 こまつなのサラダ（ドレッシング）　つきみゼリー 26.2

☆ メバルのからあげみかんソース
５日 牛乳 ごぼうサラダ（ドレッシング） 673
(木） いもだき 23.1

レバーとポテトのオーロラソース
６日 牛乳 こまつなのおひたし 696

（金） ○ かぼちゃのみそしる 22.6

プレーンオムレツ(ケチャップ）
１０日 牛乳 きゃべつのサラダ（ドレッシング） 657

（火） 〇 あきのかおりシチュー 24.2

けんちんうどん
１１日 牛乳 ちくわのもみじあげ 651

(水） ほうれんそうときゃべつのあえもの（ドレッシング） 21.8

さばのおろしかけ
１２日 牛乳 キムチいため 677

（木） さつまじる 25.0

すぶた
１３日 牛乳 はるさめサラダ（ドレッシング） 696

（金） ワンタンスープ 25.0

あつやきたまご
１６日 牛乳 ひじきのいりに 597

（月） はくさいのみそしる 23.4

ハムカツ（ソース）
１７日 牛乳 ブロッコリーのサラダ（ドレッシング） 661

（火） ○ ミネストローネ 26.0

タンメン
１８日 牛乳 シューマイ 592

（水） くきわかめのサラダ（ドレッシング） 27.9

◇ いわしのかばやき
１９日 牛乳 くりとこんさいのにもの 739

（木） きのこじる 28.7

ちゅうかどん
２０日 牛乳 ビーフンスープ 620

（金） ラフランスヨーグルト 24.6

さんまのしょうがに
２３日 牛乳 エリンギのソテー 635

（月） ○ たまねぎのみそしる 25.5

フランク・トマトソース
２４日 牛乳 きゃべつのサラダ（ドレッシング） 617

(火） くりときのこのクリームに 25.8

きのこうどん
２５日 牛乳 だいがくいも 627

（水） 〇 こまつなときゃべつのおひたし 20.6

とりにくのこうみソース
２６日 牛乳 こぶのにもの 651

（木） ひっつみ 25.6

カレーライス
２７日 牛乳 ひじきのサラダ（ドレッシング） 681

（金） ○ 23.3

さけフライ（ソース）
３０日 牛乳 きりぼしだいこんのサラダ（ドレッシング） 626.0

（月） わいわれだいこんのみそしる 24.6

かぼちゃコロッケ（ソース）
３１日 牛乳 カリフラワーのサラダ（ドレッシング） 685

（火） ミートボールスープ 23.7

　　＊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。 658

　　＊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

　　＊★：行事、☆：郷土食、◇：教科と関連した献立です。

にんじん　もやし　ねぎ　にら
たけのこ　きくらげ　にんにく
こまつな　きゃべつ

むぎごはん　でんぷん
あぶら　さとう　じゃがいも

むぎごはん

きゃべつ　にんじん　たまねぎ
ホールコーン　ブロッコリー

ちゅうかめ
ん

こどもパン

むぎごはん　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　チーズ
スキムミルク　ひじき　ツナ

たまねぎ　にんじん　トマト
にんにく　きゃべつ　えだまめ

むぎごはん

むぎごはん

はちみつパ
ン

パン　てんぷらこ
パンこ　あぶら　バター
マカロニ　ドレッシング

むぎごはん

牛乳　フランクフルト
とりにく　チーズ

牛乳　とりにく　こんぶ
あぶらあげ

　　10月分予定献立表

むぎごはん　あぶら
でんぷん　さとう
さつまいも　ごまあぶら

牛乳　さば　とうふ
みそ　ぶたにく

だいこん　にんじん　ごぼう
ねぎ　はくさいキムチ　こまつな
たまねぎ　あかピーマン

ゆでうどん　さといも
てんぷらこ　あぶら
ドレッシング

パン　さつまいも　バター
こむぎこ　あぶら
ドレッシング

牛乳　とりにく　ぶたにく
ベーコン

ちゅうかめん　でんぷん
あぶら　ドレッシング
ゼリー

牛乳　ぶたにく　とりにく
たまご

牛乳　ぶたレバー
あぶらあげ

はくさい　かぼちゃ　ねぎ
こまつな　ホールコーン

日付
(曜日)

献立（こんだて）

あきのかお
りごはん

月平均栄養摂取量

むぎごはん　でんぷん
あぶら　ごま　こむぎこ
さといも　くり　みかんｼﾞｭｰｽ

牛乳　とりにく　ぶたにく
こんぶ　だいず

はくさい　にんじん　だいこん
ねぎ　しらたき

ちゅうかめん　ごま
しゅうまいのかわ　さとう
ドレッシング

むぎごはん　でんぷん
あぶら　さとう　はるさめ
ワンタン　ドレッシング

牛乳ぶたにく　わかめ

牛乳　たまご　わかめ
とうふ　あぶらあげ　ひじき
みそ　とりにく　さつまあげ

牛乳　ボンレスハム
ベーコン　だいず
フランク

むぎごはん　さつまいも あぶ
ら
さとう　パンこ　こむぎこ　ごま
しらたまだんご　ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ

ゆでうどん　じゃがいも
パンこ　こむぎこ

むぎごはん　でんぷん
ビーフン　ごまあぶら

牛乳　ぶたにく　いか
なると　うずらのたまご
わかめ　くきわかめ

むぎごはん　じゃがいも
あぶら　でんぷん

むぎごはん　さとう　あぶら

パン　さとう　あぶら　くり
じゃがいも　生クリーム
ドレッシング

牛乳　とりにく　いか
にんじん　ほししいたけ　しめじ
えだまめ　はくさい　だいこん
ねぎ　ほうれんそう　もやし

むぎごはん

しめじ　にんじん　たまねぎ
ブロッコリー　ホールコーン
だいこん　きゃべつ

牛乳　さんま　わかめ
とうふ　あぶらあげ　みそ

にんじん　たまねぎ　きゃべつ
にんにく　セロリー　パセリ
トマト　ｶﾘﾌﾗﾜｰ　ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ

パン　マカロニ　さとう
じゃがいも　ドレッシング

熱量(Kcal)
たんぱく質
（g）

ツイストパン
牛乳　たまご　とりにく
だいず　スキムミルク

むぎごはん

牛乳　いわし　ぶたにく
とうふ　あぶらあげ　みそ

むぎごはん　あぶら　でんぷん
さとう　こむぎこ　みかん
ジュース　さといも　ごま　ﾄﾞﾚｯ
ｼﾝｸﾞ

牛乳　めばる　とりにく
なまあげ

ほししいたけ　ごぼう
にんじん  きゅうり

むぎごはん

むぎごはん
むぎごはん　でんぷん
あぶら　さとう　さつまいも
ごまあぶら　くり

牛乳　ぶたにく　あさり
かまぼこ　いか　とりにく
ヨーグルト

はくさい　たまねぎ　たけのこ　ねぎ
ほししいたけ　ちんげんさい　もやし
にんじん　にら　しめじ

ゆでうどん

むぎごはん

むぎごはん
はくさい　こんにゃく　にんじん
ごぼう

ねぎ　にんじん　はくさい　たけのこ
しょうが　きくらげ　にんにく　たまねぎ
きゃべつ　ほししいたけ　ﾎｰﾙｺｰﾝ

きゃべつ　きゅうり　にんじん
たまねぎ　えだまめ

コッペパン

牛乳　とうふ　あぶらあげ
ちくわ

にんじん　たまねぎ　なし
たけのこ　ピーマン　もやし
ほししいたけ　ちんげんさい

にんじん　だいこん　ごぼう
こんにゃく　ねぎ　ほうれんそう
きゃべつ

ちゅうかめ
ん

えのきたけ　まいたけ　ねぎ
にんじん　ごぼう　えだまめ

たまねぎ　ねぎ　こまつな
エリンギ　れんこん

まいたけご
はん

にんじん　ねぎ　しめじ
えのきたけ　ほししいたけ
こまつな　きゃんつ

くろぱん
パン　てんぷらこ　パンこ
あぶら　バター　はるさめ

牛乳　ぶたにく　チーズ
とりにく

かぼちゃ　たまねぎ　にんじん
もやし　こまつな　カリフラワー
ブロッコリー　ホールコーン

ゆでうどん

牛乳　さけ　とりにく
とうふ　あぶらあげ　みそ

むぎごはん　こむぎこ
パンこ　あぶら
ドレッシング

にんじん　まいたけ　だいこん
ねぎ　かいわれだいこん
きりぼしだいこん　きゅうり


