
（給食回数２０回）

久喜市 教育委員会
平成２９年度 菖蒲学校給食センター

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） 小学生 中学生

ちゅうかめん しょうゆラーメン

１日 牛乳 あげぎょうざ 660 858

（月） ごぼうサラダ（ドレッシング） 24.7 28.3

☆ たけのこ かつおのたつたおろしソース

２日 ごはん 牛乳 きゃべつのおひたし（しょうゆ・かつおぶし） 692 865

（火） さんさいじる　かしわもち 28.2 33.6

ゆでうどん ごもくうどん

８日 牛乳 ささかまのおちゃあげ 658 801

（月） こまつなのおひたし（しょうゆ・かつおぶし） 28.2 32.5

むぎごはん きびなごごまフライ

９日 牛乳 ゴーヤチャンプル 637 779

（火） じゃがいものみそしる　　やさいふりかけ 24.4 29.3

ごはん とうふつつみやき

１０日 牛乳 やさいいため 593 771

（水） あさりのみそしる 23.9 31.1

★ バターロール あかうおバジル

１１日 牛乳 アスパラガスとペンネのサラダ（ドレッシング） 659 824

（木） コーンチャウダー 26.5 33.1

★ むぎごはん ポークカレー

１２日 牛乳 オムレツ・トマトソースかけ 745 931

（金） こんにゃくサラダ（ドレッシング） 24.0 30.1

ちゅうかめん もやしラーメン

１５日 牛乳 はるまき 629 786

（月） きゅうりのサラダ（ドレッシング） 22.8 28.5

ごはん さんまのしょうがに

１６日 牛乳 きりぼしだいこんとこんぶのにもの 636 795

（火） みそけんちんじる 23.6 29.5

ごはん いかのかりんあげ

１７日 牛乳 ちんげんさいのサラダ（ドレッシング） 638 798

（水） とんじる 28.0 32.2

★ こどもパン ハンバーグ・デミグラスソースかけ

１８日 牛乳 マカロニサラダ（ドレッシング） 687 859

（木） ビーンズポタージュ 28.5 33.9

★ むぎごはん ポークシュウマイ

１９日 牛乳 はるさめサラダ（ドレッシング） 680 868

（金） マーボーどうふ 28.8 33.2

ゆでうどん きつねうどん

２２日 牛乳 かきあげ 664 830

（月） えだまめサラダ（ドレッシング） 23.3 27.4

◆★ むぎごはん ビビンバ

２３日 牛乳 いんげんまめのスープ 658 790

（火） あんにんどうふ 26.0 29.8

ごはん さばカレーやき

２４日 牛乳 なまあげのオイスターソースいため 634 793

（水） きゃべつのみそしる 29.4 35.1

★ しょくパン ミートボール・クリームソース

２５日 いちごジャム 牛乳 ブロッコリーサラダ（ドレッシング） 606 789

（木） ミネストローネ 24.7 30.1

◇★ むぎごはん ささみチーズフライ（ソース）

２６日 牛乳 たこいりポテトソテー 686 858

（金） ちゅうかスープ　　　　オレンジゼリー 27.0 32.1

ちゅうかめん みそラーメン

２９日 牛乳 パオズ 643 836

（月） かいそうサラダ（ドレッシング） 28.8 34.3

キャロットピラフ アンサンブルエッグ

３０日 牛乳 きゃべつのサラダ（ドレッシング） 635 794

（火） オニオンスープ 20.7 24.2

むぎごはん レバーのオーロラソースあえ

３１日 牛乳 こまつなのおひたし（しょうゆ・かつおぶし） 692 830

（水） きりぼしだいこんのみそしる 26.2 30.1

＊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。 657 823

◆印は、教科と関連した献立「小学５年理科種子と発芽と成長」 25.9 30.9

◇印は、郷土料理・イベントに関連した献立「市内陸上大会・部活動大会応援メニュー」、☆印は、「こどもの日のお祝い献立」です。 

★印は、スプーンのつく日ですが、毎日清潔な「箸」を用意しましょう。

月平均栄養摂取量

たまねぎ　ねぎ　きりぼしだいこん
だいこん　きゃべつ　こまつな
にんじん

牛乳　豚レバー　あぶらあげ
みそ　わかめ　こんぶ
かつおぶし

こめ　むぎ　でんぷん　さとう
あぶら

こめ　あぶら　じゃがいも
さとう　ドレッシング

牛乳　たまご　とりにく　チーズ
ベーコン

にんじん　とうもろこし　たまねぎ
パセリ　ブロッコリー　きゃべつ
えだまめ

日付
(曜日)

献立（こんだて）
　　　熱量(Kcal)
　　　たんぱく質（g）

牛乳　あかうお　ベーコン
スキムミルク　こなチーズ

バジル　にんじん　たまねぎ
とうもろこし　ちんげんさい　きゃべつ

うどん　さとう　こむぎこ
あぶら

牛乳　ぶたにく　なると
ささかまぼこ　かつおぶし

たまねぎ　にんじん　ほししいたけ
ねぎ　まっちゃ　きりぼしだいこん
こまつな　もやし

こめ　むぎ　ごま　ぱんこ
こむぎこ　じゃがいも　さとう

牛乳　きびなご　わかめ
あぶらあげ　みそ　とうふ
ぶたにく　かつおぶし

たまねぎ　ねぎ　ゴーヤ　にんじん

こめ　パンこ　ごま　さとう
こむぎこ　あぶら　ごまあぶら

牛乳　とりにく　とうふ　あさり
みそ　ぶたにく　さつまあげ

たまねぎ　ごぼう　にんじん　だいこん
ねぎ　こまつな　しょうが　きゃべつ
きくらげ　にんにく

　　５月分予定献立表

トマト　たまねぎ　にんじん　えだまめ
こんにゃく　きゃべつ　きゅうり

ちゅうかめん　あぶら　ごま
ドレッシング　こむぎこ
でんぷん

牛乳　ぶたにく　とりにく
しょうが　にんにく　ねぎ　にんじん
もやし　にら　ほししいたけ　たけのこ
きゅうり　きゃべつ　えだまめ

にんにく　しょうが　にんじん　もやし
たけのこ　とうもろこし　ねぎ　ごぼう
きゅうり　えだまめ

ちゅうかめん　あぶら　ごま
ごまあぶら　ドレッシング
こむぎこ

しょうが　たけのこ　にんじん　ごぼう
こんにゃく　ねぎ　だいこん　きゃべつ
ほうれんそう わらび えのき みずな

牛乳　とりにく　あぶらあげ
かつお　かつおぶし

こめ　でんぷん　さとう
かしわもち

牛乳　ぶたにく　やきぶた
とりにく　なると　わかめ

牛乳　たまご　ぶたにく
スキムミルク　こなチーズ

パン　あぶら　じゃがいも
マカロニ　ドレッシング
ホワイトルウ

こめ　むぎ　じゃがいも
さとう　あぶら　カレールウ
でんぷん　ドレッシング

パン　あぶら　マカロニ　さとう
ドレッシング　ホワイトルウ
デミグラスソース

たまねぎ　にんじん　いんげん
パセリ　きゅうり　ブロッコリー

牛乳　とりにく　ぶたにく
スキムミルク　こなチーズ
生クリーム

こめ　むぎ　あぶら　さとう
ごまあぶら　あんにんどうふ

こめ　むぎ　こむぎこ　ごま
でんぷん　ごまあぶら　あぶら
さとう　ドレッシング

牛乳　ぶたにく　とうふ　みそ
ねぎ　たまねぎ　しょうが　にんにく
にんじん　たけのこ　にら　きゅうり
もやし

うどん　こむぎこ　あぶら
ドレッシング

牛乳　とりにく　あぶらあげ
さくらえび　ちくわ

しょうが　にんじん　ねぎ　たまねぎ
みつば　えだまめ　きゃべつ　こまつ
な

牛乳　ぶたにく　とりにく

にんにく　しょうが　にんじん　もやし
こまつな　とうもろこし　たまねぎ
こんにゃく　いんげん　たけのこ
ぜんまい　おうとう　パイン

こめ　さとう　あぶら　さといも
牛乳　さんま　とうふ　みそ
とりにく　こんぶ

しょうが　だいこん　にんじん　ねぎ
ごぼう　こんにゃく　きりぼしだいこん
グリンピース

こめ　でんぷん　さとう
じゃがいも　ごま
ドレッシング

牛乳　いか　ぶたにく　とうふ
みそ

ごぼう　だいこん　にんじん　ねぎ
ちんげんさい　きりぼしだいこん
もやし　こんにゃく

こめ　むぎ　パンこ　こむぎこ
じゃがいも　あぶら　ごまあぶ
ら
マヨネーズ　ゼリー

牛乳　とりにく　チーズ　とうふ
にんじん　にんにく　たまねぎ　ねぎ
たけのこ　ちんげんさい　えだまめ
ほししいたけ

にんじん　きゃべつ　とうもろこし
しょうが　たまねぎ　ピーマン

ちゅうかめん　あぶら　ごま
ごまあぶら　ドレッシング
こむぎこ

牛乳　ぶたにく　みそ　ひじき
わかめ　こんぶ

たまねぎ　きゃべつ　しょうが　にら
にんじん　もやし　ねぎ　とうもろこし
きゅうり　こんにゃく

こめ　あぶら
牛乳　さば　みそ　なまあげ
ぶたにく

パン　いちごジャム　バター
じゃがいも　あぶら　マカロニ
こむぎこ　ホワイトルウ
ドレッシング

牛乳　とりにく　スキムミルク
ベーコン

たまねぎ　パセリ　にんじん　セロリ
にんにく　とうもろこし　きゃべつ
ブロッコリー　トマト


