
久喜市教育委員会

平成２９年度 全農食品久喜事業所

血・肉・骨となるもの 熱や力となるもの 体の調子を整えるもの

主食 飲物 おかず （あか） （きいろ） （みどり） 小学生 中学生

〇 五目ちらし寿司 えびフライ（ソース） 牛乳、えび 米、三温糖、パン粉、油 人参、たけのこ、レンコン、かんぴょう、しいたけ

１日 牛乳 お浸し（しょうゆ・かつお節） かつお節 菜の花、キャベツ、人参 684 825

（木） すまし汁　　　　　桜もち なると、錦糸卵、豆腐 桜もち 人参、しいたけ、小松菜、ねぎ 25.5 29.8

ごはん ★鶏肉のみそマヨネーズ焼き 牛乳、とり肉、みそ 米、三温糖、マヨネーズ（卵不使用）

２日 牛乳 ★五目きんぴら 油、三温糖、ごま、ごま油 ごぼう、人参、れんこん、こんにゃく、枝豆 662 804

（金） みそ汁 豆腐、わかめ、みそ 大根、ねぎ 28.5 31.7

★アーモンドフィッシュ いわし アーモンド、ごま

ごはん コーヒー ポークカレー 牛乳、豚肉、脱脂粉乳 米、油、じゃが芋、カレールゥ、 にんにく、生姜、人参、玉ねぎ、りんご

５日 牛乳 ★いかナゲット いか、すけそうだら 油、砂糖、でん粉、小麦粉 712 942

（月） 大根サラダ（和風ドレッシング） ドレッシング 大根、キャベツ、人参、きゅうり 22.8 31.2

パインパン タラモグラタン 牛乳、たらこ、脱脂粉乳、チーズ パインパン、じゃが芋、ホワイトルゥ、生クリーム 玉ねぎ、マッシュルーム

６日 牛乳 ほうれん草のソテー 油 キャベツ、人参、ほうれん草、玉ねぎ 686 906

（火） 春雨スープ 春雨、でん粉 白菜、チンゲン菜、しめじ、コーン、玉ねぎ 25.7 35.7

中華めん しょうゆラーメン 牛乳、豚肉、わかめ、なると 中華めん、油、ごま油 にんにく、生姜、メンマ、コーン、人参、ねぎ、もやし

７日 牛乳 手作りピザ ベーコン、チーズ ピザ生地、オリーブ油、三温糖 にんにく、玉ねぎ、コーン、トマト 712 832

（水） サラダ（青じそドレッシング） ドレッシング きゅうり、キャベツ、人参、小松菜 28.1 32.0

〇 赤飯 えびカツ（ソース） 牛乳、ささげ、えび 米、もち米、ごま、砂糖、パン粉、小麦粉、油

８日 牛乳 ★筑前煮 とり肉 三温糖 筍、人参、こんにゃく、ごぼう、れんこん、しいたけ 693 773

（木） ごま塩 紅白あられはんぺんのすまし汁 はんぺん しめじ、人参、ねぎ、チンゲン菜 27.0 29.7

お祝いケーキ 豆乳 砂糖、米粉、水あめ、油 いちご果汁

ごはん 肉じゃがコロッケ 牛乳、豚肉 米、じゃが芋、砂糖、パン粉、米粉、油 玉ねぎ

９日 牛乳 野菜炒め 豚肉 油、ごま 玉ねぎ、キャベツ、もやし、人参、ピーマン 654 811

（金） みそ汁 豆腐、油揚げ、わかめ、みそ ねぎ 23.4 27.6

ごはん かに焼売 牛乳、たら、かに 米、油、でん粉、砂糖、小麦粉 玉ねぎ

１２日 牛乳 中華風サラダ（中華ドレッシング） ひじき ドレッシング キャベツ、ほうれん草、人参、もやし 675 829

（月） マーボー豆腐 豆腐、豚肉、みそ 三温糖、ごま油、でん粉 生姜、にんにく、筍、玉ねぎ、ねぎ、しいたけ 27.7 32.5

はちみつパン 白身魚のフライ（タルタルソース） 牛乳、メルルーサ はちみつパン、でん粉、、パン粉、小麦粉、油

１３日 牛乳 セビーチェ風サラダ（イタリアンドレッシング） いか ドレッシング キャベツ、きゅうり、人参、ほうれん草 751 926

（火） ◆カスエラ とり肉 油、じゃが芋 にんにく、人参、玉ねぎ、コーン 27.5 32.8

ゆでうどん あんかけうどん 牛乳、豚肉、かまぼこ うどん、でん粉 しめじ、ねぎ、人参、ほうれん草、しいたけ

１４日 牛乳 ★ちくわの磯辺揚げ ちくわ、あおさ てんぷら粉、油 612 730

（水） 小松菜のお浸し（しょうゆ・刻みのり） のり 小松菜、もやし、キャベツ、人参 26.8 31.1

ごはん ハンバーグのデミグラスソース 牛乳、鶏肉、豚肉、脱脂粉乳 米、油、パン粉、砂糖 玉ねぎ、マッシュルーム、トマト

１５日 牛乳 カラフルサラダ（柑橘風味ドレッシング） ドレッシング キャベツ、きゅうり、人参、パプリカ（赤・黄） 707 892

（木） 白菜とベーコンのスープ ベーコン でん粉 白菜、玉ねぎ、人参、小松菜、しいたけ 24.8 30.8

〇 ごはん 鮭の塩こうじ焼き 牛乳、さけ 米、砂糖

１６日 牛乳 引き菜炒り 油揚げ 油、三温糖 大根、人参、しめじ、ねぎ 600 747

（金） ◆こづゆ　　　　　　白桃ゼリー 貝柱 里芋、白玉ふ、白桃ゼリー 人参、こんにゃく、しいたけ、きくらげ、いんげん 24.1 28.9

ごはん 鶏のさっぱり煮 牛乳、とり肉 米、三温糖 にんにく、生姜

１９日 牛乳 塩こうじ野菜炒め 豚肉 油、でん粉 玉ねぎ、キャベツ、もやし、人参、ピーマン、にんにく、生姜 665 813

（月） 田舎汁 豆腐、油揚げ、みそ 里芋 人参、大根、ごぼう、小松菜、ねぎ 27.2 30.9

メロンパン ツナオムレツ（ケチャップ） 牛乳、卵、ツナ メロンパン、でん粉、砂糖、油

２０日 牛乳 サラダ（和風玉ねぎドレッシング） ドレッシング キャベツ、きゅうり、人参 718 859

（火） クリームシチュー とり肉、脱脂粉乳 油、じゃが芋、ホワイトルゥ、生クリーム 玉ねぎ、人参、ブロッコリー、マッシュルーム 27.6 32.6

３月平均栄養摂取量 681 835

26.2 31.2

　　　🌸３月分予定献立表（Aコース） （給食回数１４回）

日付
(曜日)

献立
こんだて 　　　熱量(Kcal)

　　　たんぱく質（g）

○1日【行事食（桃の節句（ひなまつり））】 ○16日【郷土・イベントに関連した料理（東北応援メニュー（福島））】

○8日【教科関連献立（行事食 卒業式）】

○印は「久喜市内統一メニュー」です


