
（給食回数２１回）

　　 久喜市 教育委員会

平成２９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）

１日
（木）

ししゃもフリッター
２日 牛乳 かみかみソテー 599

（金） きりぼしだいこんのみそしる 23.8

さんまのしょうがに
５日 牛乳 おかひじきのサラダ（ドレッシング） 648

（月） みそけんちんじる 26.1

とりのマーマレードあげ
６日 牛乳 きゃべつのソテー 614

（火） ○ やさいスープ 24.7

タンメン
７日 牛乳 コーンコロッケ（ソース） 599

（水） かいそうサラダ（ドレッシング） 22.8

マーボーどうふ
８日 牛乳 ワンタンスープ 623

（木） ○ ヨーグルト 22.2

あつやきたまご
９日 牛乳 ひじきのいりに 670

（金） ○ じゃがいものみそしる　ふりかけ 27.4

とりごぼうだんご
１２日 牛乳 やさいいため 619

（月） もずくのしるもの 22.9

フランクのトマトソース
１３日 牛乳 きゅうりのサラダ（ドレッシング） 711

(火） ○ クラムチャウダー 28.2

なすなんばんうどん
１４日 牛乳 ゼリーフライ（ソース） 696

（水） 　 おやまめこまめサラダ（ドレッシング） 22.9

レバーとポテトのオーロラソース
１５日 牛乳 こまつなのおひたし 627

（木） とんじる 23.7

ポークカレー
１６日 牛乳 フルーツポンチ 720

（金） ○ そらまめ 20.5

たこあげ
１９日 牛乳 ぶたにくとねぎのいためもの 657

（月） ぐだくさんじる 27.6

さつまいもコロッケ（ソース）
２０日 牛乳 ブロッコリーのサラダ（ドレッシング） 672

（火） ○ ミネストローネ 27.1

みそラーメン
２１日 牛乳 ねぎみそパオズ 603

（水） こんにゃくサラダ（ドレッシング） 27.2

えびといかのチリソースに
２２日 牛乳 はるさめサラダ（ドレッシング） 602

（木） ○ とうふのスープ 27.2

キムチどん
２３日 牛乳 ちゅうかコーンスープ 642

（金） れいとうみかん 23.0

ハンバーグにこみふう
２６日 牛乳 コーンとにんじんのグラッセ 676

（月） こまつなのみそしる 25.0

チーズオムレツ（ケチャップ）
２７日 牛乳 きゅうりときゃべつのサラダ（ドレッシング） 647

（火） ○ マカロニのカレーに 27.4

きつねうどん
２８日 牛乳 かきあげ 627

（水） ほうれんそうのサラダ（ドレッシング） 21.3

あじフリッター
２９日 牛乳 きゅうりのごまずあえ 687

（木） にくじゃが 21.1

むしぎょうざ
３０日 牛乳 チンジャオロース 593

（金） ビーフンスープ 22.1

　　☆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。 644

　　☆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。 24.9

むぎごはん　ビーフン　あぶら
こむぎこ　ごまあぶら　さとう
でんぷん

ゆでうどん　さとう　こむぎこ　ごま
あぶら　ドレッシング

牛乳　あぶらあげ　とりにく　こんぶ
ちりめんじゃこ

にんじん　たまねぎ　こまつな　ねぎ
みつば　きゅうり　ほうれんそう　ごぼう

わかめごは
ん

むぎごはん　こむぎこ　じゃがいも
さとう　あぶら　ごま　ごまあぶら

牛乳　ぶたにく　あじ　ひじき　わか
め

たまねぎ　にんじん　こんにゃく
さやいんげん　きゅうり　もやし

むぎごはん
むぎごはん　あぶら　はるさめ
でんぷん

牛乳　とりにく　もずく　とうふ
みそ　ぶたにく

ねぎ　しめじ　きゃべつ　ピーマン
ごぼう　にんじん

牛乳　とりにく　たまご　チーズ
スキムミルク

たまねぎ　にんじん　えだまめ　きゅうり
きゃべつ　トマト

たまねぎ　たけのこ　はくさいキムチ
にら　あかピーマン　ホールコーン
にんじん　グリンピース　しょうが　にんに
く
れいとうみかん

月平均栄養摂取量

むぎごはん
むぎごはん　あぶら　バター
さとう

牛乳　ぶたにく　とりにく
あぶらあげ　とうふ　みそ

たまねぎ　しめじ　マッシュルーム

トマト　こまつな　ねぎ　にんじん
ホールコーン

牛乳　ぶたにく　とりにく
もやし　ねぎ　にら　たまねぎ　しめじ
たけのこ　ピーマン　しょうが　にんじん

こどもパン
スライス
チーズ

パン　さつまいも　あぶら　こむぎこ
パンこ　マカロニ　バター
ドレッシング

牛乳　チーズ　ベーコン　ぶたにく
あさり

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

さきたまラ
イスボール

パン　マカロニ　じゃがいも
カレールウ　あぶら　ドレッシング

牛乳　ぶたにく　たまご

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

むぎごはん
むぎごはん　さとう　でんぷん
はるさめ　ドレッシング

牛乳　えび　いか　とうふ
ねぎ　にんにく　しょうが　たまねぎ
にんじん　たけのこ　にら　きゅうり

むぎごはん
むぎごはん　あぶら　さとう
ごまあぶら

むぎごはん

ゆでうどん

むぎごはん
むぎごはん　じゃがいも　でんぷん
あぶら　さとう　さといも

牛乳　たこ　チース　ぶたにく　みそ
とうふ　あぶらあげ　とりにく

ねぎ　しょうが　だいこん　にんじん
ごぼう　ほししいたけ　こまつな　ねぎ
りんご

むぎごはん
むぎごはん　でんぷん　あぶら
さとう　じゃがいも

牛乳　ぶたレバー　とうふ　みそ
ぶたにく

ごぼう　にんじん　だいこん　ねぎ
こまつな もやし　しょうが

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　スキムミルク
にんじん　たまねぎ　にんにく　おうとう
パイナップル　トマト　そらまめ

牛乳　あさり　ベーコン　ウインナー
スキムミルク

にんにん　たまねぎ　ホールコーン
パセリ　きゃべつ　きゅうり　　えだまめ

ゆでうどん
ゆでうどん　じゃがいも　あぶら
ごま　ドレッシング

牛乳　ぶたにく　あぶらあげ　おから
だいず

にんじん　なす　ねぎ　しょうが　えだまめ
きゅうり

パン　ジャム　じゃがいも　こむぎこ
さとう　バター　あぶら　ドレッシング

やまがた
しょくパン

あんずｼﾞｬﾑ

にんじん　ねぎ　きゃべつ　たけのこ
もやし しょうが　ホールコーン　にんにく

むぎごはん
むぎごはん　じゃがいも　あぶら
さとう　ごま　ごまあぶら

牛乳　たまご　とうふ　あぶらあげ
みそ　ひじき　とりにく　さつまあげ

ちりめんじゃこ　のり　かつおぶし

たまねぎ　ねぎ　こんにゃく　にんじん
ごぼう

ちゅうかめ
ん

ちゅうかめん　あぶら　パンこ
こむぎこ　ごま　ドレッシング

にんじん　たまねぎ　ほししいたけ　ねぎ
グリンピース　たけのこ　しょうが　もやし
こまつな

むぎごはん あぶら　ごまあぶら
さとう　でんぷん　ワンタン

牛乳　ぶたにく　いか　なると
うずらのたまご　わかめ　こんぶ
くきわかめ

熱量(Kcal)
たんぱく質
（g）

にんじん　たまねぎ　ほうれんそう
きゃべつ ホールコーン

むぎごはん
むぎごはん じゃがいも
ドレッシング

おべんとうのひ　　～　おべんとうつくりのおてつだいをしましょう～

日付
(曜日)

献立（こんだて）

牛乳　ぶたにく　みそ
にんじん　きゃべつ　ホールコーン
もやし ねぎ　しょうが　サラダこんにゃく
きゅうり　にんにく

むぎごはん
牛乳　ぶたにく　とうふ　みそ
ヨーグルト

たまねぎ　ねぎ　きりぼしだいこん
にんじん　ごぼう

ツイストパ
ン

パン　でんぷん　あぶら　じゃがいも
マーマレード

牛乳　とりにく　ベーコン　フランク

　　6月分予定献立表

牛乳　さんま　とうふ　あぶらあげ
みそ

にんじん　だいこん　こんにゃく　ごぼう
ねぎ　おかひじき　きゃべつ
ホールコーン

むぎごはん
むぎごはん　さとう　こむぎこ　あぶ
ら
さとう　ごまあぶら

牛乳　ししゃも　ぶたにく　いか
こんぶ　わかめ　とうふ　あぶらあげ
みそ


