
（給食回数17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）

９日 牛乳 655
（火） 24.1

１０日 牛乳 601
（水） 27.0

１１日 牛乳 655

（木） 26.0

１２日 牛乳 685
（金） ○ 23.0

１５日 牛乳 606
（月） 24.2

1６日 牛乳 656
（火） 〇 27.0

１７日 牛乳 658
（水） 28.6

１８日 牛乳 664
（木） 22.6

１９日 牛乳 677
（金） 24.4

２２日 牛乳 624

（月） ○ 24.3

２３日 牛乳 704
（火） 〇 24.7

２４日 牛乳 616
（水） 26.4

２５日 牛乳 622
（木） 26.8

２６日 牛乳 642
（金） 22.1

２９日 牛乳 608

（月） 23.3

３０日 牛乳 607
（火） 〇 24.4

31日 牛乳 595

（水） 25.7

　　☆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。 640
　　☆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。 25.0

　　1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）

ゆでうどん
のっぺいうどん
にくだんごのこがねむし
こまつなのあえもの(ドレッシング）

ゆでうどん　さといも
でんぷん　パンこ
ドレッシング

牛乳　とりにく　あぶらあげ
たまご　ぶたにく　だいず

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

むぎごはん
とりのからあげ
いためなます
ななくさじる

むぎごはん　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
ながねぎ　かぶ　しらたき
ごぼう　せり　れんこん
ほししいたけ

むぎごはん
ポークカレーライス
ひじきのサラダ（ドレッシング）

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

しょくパン
いちご
ジャム

オムレツ（ケチャップ）
ブロッコリーのサラダ（ドレッシング）
はくさいのシチュー

しょくパン　いちごジャム
じゃがいも　こむぎこ
バター　あぶら　ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ

牛乳　たまご　とりにく
あさり　スキムミルク

ブロッコリー　カリフラワー
ホールコーン　にんじん
たまねぎ　はくさい　パセリ

むぎごはん
いわしのみそに
きんぴらごぼう
まゆだまじる

むぎごはん　さといも
ごまあぶら　さとう　ごま

牛乳　いわし　みそ
とりにく　はんぺん
なると

にんじん　ごぼう　だいこん
ながねぎ　こまつな

むぎごはん　でんぷん
あぶら　さとう

牛乳　ぶたレバー　みそ
はくさい　にんじん　たまねぎ
ながねぎ　こまつな　だいこん
ホールコーン

むぎごはん　でんぷん
あぶら　はるさめ

牛乳　ぶたにく　あさり
いか　かまぼこ　とりにく
とうふ

はくさい　にんじん　たまねぎ
きくらげ　たけのこ　えだまめ
ながねぎ　きゃべつ
ほうれんそう　みかん

ちゅうかめん
かんとんめん
ささみチーズはるまき
きりぼしだいこんのサラダ（ドレッシング）

ちゅうかめん　じゃがいも
はるまきのかわ　でんぷん
あぶら　ごま　ドレッシング

牛乳　ぶたにく
うずらたまご　とりにく
チーズ

にんじん　ながねぎ　たけのこ
しょうが　はくさい　もやし
きりぼしだいこん　ほうれんそう

むぎごはん
レバーとポテトのオーロラソースあえ
こまつなとさいこんのおひたし
はくさいのみそしる

ゆでうどん
ドレッシング

牛乳　ぶたにく　わかさぎ
あぶらあげ

にんじん　だいこん　ごぼう
かぼちゃ　ながねぎ　こまつな
しめじ　ホールコーン　もやし

むぎごはん
さばのカレーあげ
ひじきのいりに
みそけんちんじる

むぎごはん　でんぷん
あぶら　さとう　じゃがいも

牛乳　さば　ひじき
とりにく　あぶらあげ
さつまあげ　とうふ　みそ

にんじん　こんにゃく
ごぼう　だいこん　ながねぎ

むぎごはん
ちゅうかどん
にくだんごのスープ
みかん

むぎごはん　こむぎこ
パンこ　あぶら　さとう
ドレッシング

牛乳　とりにく　ぶたにく
やきどうふ

みずな　にんじん　だいこん
しらたき　はくさい　たまねぎ
しゅんぎく　しめじ

ライスボール
さつまいものコロッケ（ソース）
こんさいのサラダ（ドレッシング）
ミネストローネ

ライスボール　さつまいも
パンこ　こむぎこ　あぶら
バター　マカロニ
ドレッシング

牛乳　ぶたにく　チーズ
ベーコン　あさり

れんこん　だいこん　にんじん
ブロッコリー　たまねぎ　パセリ
きゃべつ　　にんにく　セロリ

ゆでうどん
ほうとううどん
わかさぎのフリッター
こまつなとコーンのごまドレッシングあえ

こどもパン　でんぷん
あぶら　さとう

牛乳　とりにく　ウインナー
しろいんげんまめ

こまつな　もやし　ホールコーン
にんじん　　たまねぎ　こまつな
パセリ　セロリ

むぎごはん
さけのみそふうみむし
こまつなのあえもの
いもこじる

むぎごはん　さといも
あぶら

牛乳　さけ　みそ
ぶたにく　なまあげ

こまつな　だいこん　にんじん
こんにゃく　ながねぎ

むぎごはん
れんこんのはさみあげ（ソース）
みずなのサラダ（ドレッシング）
ひきずり（すきやき）

むぎごはん
あじのさんがやき
かんぴょうのいりに
さわにわん

むぎごはん
牛乳　あじ　とりにく
なると

にんじん　かんぴょう　たまねぎ
こんにゃく　ほししいたけ
えだまめ　ごぼう　ながねぎ
だいこん

こどもパン
チキンなんばん
しろいんげんまめのスープ
もやしのあえもの

ちゅうか
めん

サンマーメン
てづくりシューマイ
ごぼうサラダ（ドレッシング）

ちゅうかめん　でんぷん
ごまあぶら　ドレッシング
ごま　シューマイのかわ

牛乳　ぶたにく　なると

にんじん　ちんげんさい　もやし
たまねぎ　しょうが　はくさい
ほししいたけ　ごぼう　きゅうり
ホールコーン

月平均栄養摂取量

むぎごはん
しろみざかなフライ（ソース）
キャベツのサラダ（ドレッシング）
はるさめとたまごのスープ

むぎごはん　パンこ
こむぎこ　あぶら
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

kcal

ｇ１月 予定

食材 産地 食材 産地 食材 産地 食材 産地 食材 産地 食材 産地

米 埼玉（久喜市産米） ホキ ニュージーランド もやし 群馬 れんこん 茨城 セロリ 長野

パン 埼玉、アメリカ、カナダ 鯖 アイスランド 玉ねぎ 北海道 じゃがいも 北海道 かぼちゃ ﾒｷｼｺ

麺 埼玉、アメリカ、カナダ わかさぎ カナダ 干ししいたけ 大分、宮崎、熊本、愛媛他 きゅうり 埼玉 にんにく 青森 しめじ 長野

牛乳 埼玉、栃木、北海道など 鮭 青森 わかめ 韓国・岩手 にんじん 千葉 きゃべつ 神奈川・愛知 水菜 茨城

いか ペルー 大豆 北海道・カナダ ごぼう 青森・茨城 里芋 埼玉 しゅんぎく 栃木・茨城

昆布 北海道 大根 千葉 ブロッコリー 埼玉 青梗菜 茨城

きくらげ 熊本 小松菜 埼玉 カリフラワー 埼玉 さつま芋 千葉

豚肉
北海道・青森・岩手・鹿児
島

切干大根 宮崎 白菜 茨城 パセリ 長野 れんこん 茨城・徳島

豚レバー 北海道 卵 埼玉・新潟 ごま
ﾊﾟﾜｸﾞｱｲ・ｸﾞｧﾃﾏﾗ・ﾒｷｼ
ｺ他 長葱 埼玉 生姜 熊本 あじ 長崎

卵 うずらの卵 愛知・静岡 白いんげん豆 北海道 かぶ 埼玉 ほうれん草 埼玉

かんぴょう 栃木 せり 茨城 みかん 静岡

青
果
類

青
果
類牛

乳

埼玉県の原乳が不足した場合に他県
から補填しています。
原乳については、各都道府県が検査
し安全確認をおこなっています。

肉
類

鶏肉
北海道

青森・岩手
宮崎・鹿児島

平成29年度　学校給食使用食材の産地　（  栗橋地区小学校　）

主
食

魚
介
類

乾
物
等

ひじき
大分、長崎、熊本

鹿児島、愛媛、山口

青
果
類


