
（給食回20回）

久喜市 教育委員会

平成２９年度 栗橋西中学校

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）

かにシュウマイ（２） 米　油　でんぷん 牛乳　かに　魚肉すりみ きゃべつ　ねぎ　にんじん

1日 ごはん 牛乳 回鍋肉 砂糖 豚肉　卵　ベーコン ピーマン　たまねぎ 818

(月） 洋風かきたま汁 グリンピース 25.3
☆行事食　こどもの日のお祝い献立 筍ごはん　油　三温糖 牛乳　かつお　豆腐 だいこん　わけぎ　もやし

2日 筍ごはん 牛乳 かつおの竜田揚げおろしあん ととやき いわし粉　和風だし きゃべつ　小松菜　れんこん 688

(火） 磯香和え ねぎ　干ししいたけ　山菜 31.1
山菜汁　　　　　ととやき 人参

鮭の塩焼き 米　油　麩 牛乳　鮭　豚肉 だいこん　こんにゃく　にんじん

8日 ごはん 牛乳 車麩と大根の煮物 三温糖 豆腐　いわし粉 いんげん　じゃがいも　ごぼう 740

(月） けんちん汁 ねぎ 33.2
いかナゲット（２） 米　油　ごま 牛乳　いか　魚肉すりみ きゃべつ　にんじん　じゃがいも

9日 ごはん 牛乳 枝豆とひじきのサラダ和え ホワイトルウ ひじき　豚肉　大豆　枝豆 たまねぎ　グリンピース 926

(火） ハヤシライス トマト　しょうが　にんにく 31.9
フィッシュポーションフライ パン　油　パン粉 牛乳　ホキ きゃべつ　にんじん　かぼちゃ

10日 子供パン 牛乳 野菜サラダ ごまドレッシング　バター 卵 コーン　たまねぎ　パセリ 923

(水） パンプキンスープ ホワイトルウ　生クリーム 30.4
豆腐ハンバーグ和風たれ 米　砂糖　でんぷん 牛乳　豆腐　鶏肉 小松菜　きゅうり　もやし　コーン

11日 ごはん 牛乳 小松菜とわかめのサラダ ごま油　三温糖 わかめ　いわし粉 じゃがいも　にんじん 729

(木） 切り干し大根の味噌汁 切り干し大根 25.1
中華ラビオリ 中華麺　油　マヨネーズ 牛乳　豚肉　鶏肉 じゃがいも　きゅうり　にんじん

12日 中華麺 牛乳 ポテトサラダ ごま油 チーズ　ハム　豚もも肉 ねぎ　もやし　きゃべつ　メンマ 763

(金） もやしラーメン汁 わかめ　枝豆 しょうが　にんにく 27.6
鰆の味噌焼き 米　油　砂糖 鰆　ちくわ　わかめ にんじん　ごぼう　こんにゃく

15日 ごはん 牛乳 五目金平 和風だし 干ししいたけ　じゃがいも　ねぎ 714.0

(月） 小松菜の味噌汁 小松菜 30.8
ししゃもフライ（２） 米　油　春雨　ごま油 牛乳　ししゃも　ハム きゅうり　にんじん　コーン　ねぎ

16日 ごはん 牛乳 中華サラダ 三温糖　でんぷん 厚揚げ　和風だし 小松菜　えのきたけ 796

(火） 厚揚げときのこのすまし汁 26.7
ハンバーグデミグラスソース パン　ごま　油　砂糖 牛乳　鶏肉　海草 にんじん　たまねぎ　きゅうり

17日 セサミ 牛乳 海草サラダ デミグラスソース　バター きゃべつ　ごぼう 737

（水） バーンズ 千切り野菜のスープ 青しそドレッシング 赤ピーマン 26.3
☆小学5年理科　種子の発芽と成長 麦ごはん　ごま油　三温糖 牛乳　豚肉　卵 ぜんまい　にんじん　もやし

18日 麦ごはん 牛乳 ビビンバ ごま ウィンナー　いんげん豆 たまねぎ　コーン　セロリ 757

(木） 白いんげん豆のスープ 枝豆 小松菜 28.6
いかの生姜焼き うどん　砂糖　油　里芋 牛乳　いか　豚肉　なると だいこん　こんにゃく　にんじん

19日 茹でうどん 牛乳 里芋と大根の煮物 三温糖　ゼリー 油揚げ　いわし粉　和風だし 干ししいたけ　ねぎ　小松菜 739
(金） きつねうどん汁　　     　巨峰ゼリー 34.2

揚げ餃子（２） 米　油　砂糖　 牛乳　豚肉　鶏肉 きゃべつ　にら　にんにく　

22日 ごはん 牛乳 チンジャオロース ごま油　でんぷん 卵　いわし粉 ピーマン　にんじん　 799
(月） にら玉スープ しょうが　 28.8

カジキの照り焼き 米　油　三温糖 牛乳　まかじき　鶏肉 だいこん　にんじん　こんにゃく

23日 ごはん 牛乳 筑前煮 厚揚げ　わかめ　いわし粉 干ししいたけ　じゃがいも　 691

(火） わかめの味噌汁 ほうれん草 30.2
チーズオムレツ パン　油　和風ドレッシング 牛乳　卵　チーズ ブロッコリー　きゃべつ　にんじん

24日 レーズン 牛乳 ツナと野菜のサラダ マカロニ　 ツナ　ベーコン コーン　じゃがいも　たまねぎ 892

(水） パン ミネストローネ セロリ　トマト 28.4
チキンナゲット（２） 米　油　ごま油　三温糖 鶏肉　豚肉 水菜　もやし　にんじん　

25日 ごはん 牛乳 野菜サラダ カレールウ　ホワイトルウ ブロッコリー　じゃがいも　 879

(木） ポークカレー たまねぎ　にんにく　しょうが 28.2
金時豆コロッケ　　肉団子 中華麺　油　ごま油 牛乳　金時豆　鶏肉　豚肉 きゃべつ　だいこん　にんじん

26日 中華麺 牛乳 じゃこサラダ 砂糖　ごま ちりめんじゃこ　 ブロッコリー　干ししいたけ　にら 731

(金） タンメン汁 もやし　コーン　にんにく　たまねぎ 28.4
さんまの蒲焼 米　油　砂糖 牛乳　さんま　ひじき ほうれん草　きゃべつ　にんじん

２９日 ごはん 牛乳 ほうれん草とひじきの和え物 でんぷん 豆腐　 干ししいたけ　かんぴょう　たまねぎ 764

（月） かんぴょう入りすまし汁 チンゲン菜　しょうが 25

☆部活動大会応援メニュー 米　油　オリーブ油 牛乳　ささみ　チーズ じゃがいも　にんにく　にんじん

30日 ごはん 牛乳 ささみチーズカツ　 ごま油　ゼリー タコ　豆腐　枝豆 たまねぎ　竹の子　ねぎ 814

(火） タコ入りポテトサラダ チンゲン菜　干ししいたけ 28.3
豆腐の黒酢風味スープ　　オレンジゼリー
メンチカツ パン　油　 牛乳　豚肉　ハム もやし　コーン　にんじん

31日 食パン 牛乳 ハムと野菜のサラダ イタリアンドレッシング 小松菜　きゃべつ　たまねぎ　 789

(水） コンソメスープ じゃがいも 25.2

月平均栄養摂取量 822

30.2

　5 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）


