
（給食回数１６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）

いわしのみそに
１日 牛乳 きりぼしだいこんのベーコンに 625

（金） みそけんちんじる 26.9

ちゅうかどん
４日 牛乳 ポークシューマイ 604

（月） だいこんのごまずあえ 23.1

ハムカツ
５日 こどもパン 牛乳 ブロッコリーサラダ（ドレッシング） 629

（火） 〇 ミートボールスープ 25.4

にくごぼううどん
６日 牛乳 はんぺんフライ（ソース） 650

（水） ほうれんそうのサラダ（ドレッシング） 25.5

おでん
７日 牛乳 あげごぼうのサラダ 603

（木） 24.9

かれいフライ（ソース）
８日 牛乳 きゃべつのサラダ（ドレッシング） 645

（金） すいとん 21.5

まぐろのマリネ
１１日 牛乳 ほうれんそうのあえもの（ドレッシング） 669

（月） きのこじる　みかん 23.7

スパゲティナポリタン
１２日 牛乳 きゃべつのサラダ（ドレッシング） 678

（火） ○ ポタージュ 26.9

タンメン
１３日 牛乳 ししゃもフリッター 601

（水） はなやさいサラダ（ドレッシング） 25.3

ビビンバ
１４日 牛乳 ナムル 601

（木） トックいりスープ 24.1

ポークカレー
１５日 牛乳 ひじきのごしょくちゅうかいため 718

（金） ヨーグルト 22.4

さばのたつたあげ
１８日 牛乳 ほうれんそうのおひたし 733

（月） おでんぶ 23.2

オムレツ（ケチャップ）
１９日 牛乳 マカロニサラダ 664

（火） 〇 サーモンチャウダー 27.6

ほうとううどん
２０日 牛乳 てづくりシューマイ 618

（水） こまつなのサラダ（ドレッシング） 26.0

とりにくのてりやき
２１日 牛乳 こんぶのにもの 640

（木） きりたんぽじる 25.1

とりにくとかぼちゃのこうみあえ
２２日 牛乳 はくさいのおひたし 725

（金） ○ だいこんのみそしる　せんたくデザート 18.7

　　☆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。 650

　　☆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。 24.4

しろみざかなフライ（ソース）
９日 牛乳 きゃべつのサラダ（ドレッシング） 631

（火） 〇 はるさめとたまごのスープ 25.9

のっぺいうどん
１０日 牛乳 にくだんごのこがねむし 612

（水） こまつなのサラダ（ドレッシング） 26.4

とりのからあげ
１１日 牛乳 いためなます 666

（木） ○ ななくさじる 26.7

ポークカレー
１２日 牛乳 ひじきサラダ（ドレッシング） 681

（金） 23.3

ツイストパン
ツイストパン　こむぎこ　パンこ
あぶら　はるさめ　でんぷん

牛乳　ほき　とりにく　たまご
もやし　きゃべつ　にんじん　たまねぎ
ねぎ

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

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

ゆでうどん
ゆでうどん　さといも　でんぷん
パンこ　ドレッシング

月平均栄養摂取量

★１月分予定献立表（１月の給食は１０日から始まります。）

むぎごはん
むぎごはん　ごまあぶら　さとう
でんぷん　あぶら

牛乳　とりにく　ぶたにく
はくさい　だいこん　にんじん　ねぎ
かぶ　せり　ごぼう　こんにゃく
れんこん　さやいんげん　ほししいたけ

牛乳　とりにく　ぶたにく　だいず
たまご　あぶらあげ

にんじん　ごぼう　ほししいたけ　ねぎ
だいこん　こんにゃく　はくさい
たまねぎ　こまつな　もやし

むぎごはん
むぎごはん　さとう　あぶら
きりたんぽ

牛乳　こんぶ　ぶたにく　だいず
とりにく　あぶらあげ

にんじん　つきこんにゃく　ごぼう
はくさい　こんにゃく　ねぎ　えだまめ
せり

むぎごはん
むぎごはん　でんぷん　あぶら
さとう　ごま　せんたくデザート

牛乳　とりにく　あつあげ
わかめ　みそ

かぼちゃ　ゆず　ほうれんそう　はくさい
にんじん　だいこん　ねぎ

しょくぱん
メープル
ジャム

しょくパン　メープルジャム
マーガリン　じゃがいも　マカロニ
ホワイトルウ　ドレッシング

牛乳　たまご　さけ　ベーコン
あさり

にんじん　たまねぎ　パセリ
ブロッコリー　ホールコーン

ゆでうどん
ゆでうどん　あぶら　さとう
しゅーまいのかわ　ごまあぶら
でんぷん　ごま　ドレッシング

牛乳　ぶたにく　　あぶらあげ
みそ

にんじん　だいこん　ごぼう　ねぎ
しめじ　こまつな　しょうが　かぼちゃ
ほししいたけ　ホールコーン　たまねぎ

むぎごはん
むぎごはん　じゃがいも　あぶら
カレールウ　はるさめ
ごまあぶら

牛乳　ぶたにく　スキムミルク
ひじき　ハム　ヨーグルト

たまねぎ　にんじん　トマト　にんにく
もやし　さやいんげん

むぎごはん
むぎごはん　でんぷん　あぶら
さとう

牛乳　さば　とりにく　ちくわ
きんときまめ

にんじん　れんこん　ごぼう　だいこん
つきこんにゃく　さやいんげん　しょうが
もやし　ほうれんそう　ホールコーン

むぎごはん
むぎごはん　さとう　ごまあぶら
でんぷん　トック　ごま

牛乳　ぶたにく　とりにく　たまご
ぜんまい　にんじん　ほうれんそう
もやし　にら　だいこん　ねぎ

ちゅうかめん
ちゅうかめん　あぶら　ごま
こむぎこ　ドレッシング

牛乳　ぶたにく　あさり　なると
ししゃも

ねぎ　にんじん　はくさい　たけのこ
もやし　しょうが　きくらげ　カリフラワー
ブロッコリー　きゃべつ　ホールコーン

くろパン
くろパン　スパゲティ　あぶら
ホワイトルウ　じゃがいも
なまクリーム　ドレッシング

牛乳　ぶたにく　チーズ　あさり
スキムミルク

たまねぎ　にんじん　ピーマン　にんにく
トマト　きゃべつ　もやし　かぼちゃ
パセリ

ちゃめし　じゃがいも　さとう
あぶら

牛乳　いかボール　あげボール
うずらたまご　ちくわ　こんぶ
つみれ

牛乳　かれい　とりにく
はくさい　にんじん　だいこん　ねぎ
きゃべつ　こまつな

むぎごはん
むぎごはん　でんぷん　あぶら
さとう　ごま　ドレッシング

　　12月分予定献立表

にんじん　きりぼしだいこん　えだまめ
だいこん　ごぼう　ねぎ　こんにゃく

こどもパン　てんぷらこ　パンこ
あぶら　ドレッシング

牛乳　ハム　とりにく　ぶたにく
たまねぎ　にんじん　はくさい　もやし
パセリ　カリフラワー　ブロッコリー
ホールコーン

むぎごはん　でんぷん　あぶら
さとう　ごまあぶら　こむぎこ
ごま

牛乳　ぶたにく　あさり　かまぼこ
はくさい　にんじん　たまねぎ　たけのこ
ほししいたけ　ちんげんさい　こまつな
だいこん

熱量(Kcal)
たんぱく質
（g）

ゆでうどん
ゆでうどん　さとう　こむぎこ
パンこ　あぶら　ごま
ドレッシング

牛乳　ぶたにく　はんぺん
あぶらあげ

ごぼう　しょうが　ほししいたけ　ねぎ
にんじん　ほうれんそう　もやし
ホールコーン

むぎごはん
むぎごはん　あぶら　さとう
さといも

牛乳　いわし　ベーコン　とうふ
あぶらあげ　みそ

むぎごはん

牛乳　まぐろ　とうふ
あぶらあげ　みそ

たまねぎ　ほうれんそう　もやし
ホールコーン　えのきたけ　しょうが
ねぎ　にんじん　みかん

ちゃめし

日付
(曜日)

献立（こんだて）

だいこん　にんじん　きゃべつ　きゅうり
ごぼう　れんこん　こんにゃく

むぎごはん
むぎごはん　でんぷん　あぶら
こむぎこ　パンこ　はるさめ
ドレッシング


