
久喜市教育委員会
平成３０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

地粉うどん かぼちゃのほうとう汁 牛乳、ぶた肉、油あげ、みそ 地粉うどん、油 ごぼう、かぼちゃ、大根、にんじん、しめじ、ねぎ

３日 牛乳 ★わかさぎのフリッター わかさぎ、あみ、アオサ 小麦粉、でん粉、油 629 787
（月） いそかおひたし（しょうゆ・きざみのり） のり もやし、ほうれん草、キャベツ、にんじん 24.4 29.7

～太田小学校　リクエスト献立～ 牛乳、焼き豚 米、ごま油 にんじん、ねぎ、しいたけ

チャーハン はるまき とり肉 はるさめ、油、小麦粉 玉ねぎ、キャベツ、もやし、にんじん、たけのこ

４日 【リクエスト】 牛乳 サラダ（ごまドレッシング） ドレッシング キャベツ、にんじん、きゅうり、とうもろこし 779 970
（火） たまごスープ　　　みかんタルト たまご はるさめ、でん粉、みかんタルト にんじん、玉ねぎ、しめじ、しいたけ、チンゲンサイ 22.4 27.8

ごはん かに玉 牛乳、たまご、カニ 米、油、でん粉、三温糖 キャベツ、しいたけ

５日 牛乳 ★鶏肉とカシューナッツのいため物 とり肉、大豆 油、カシューナッツ、三温糖、ごま油、でん粉 にんにく、しょうが、たけのこ、玉ねぎ、にんじん、ピーマン、パプリカ、しいたけ 665 827
（水） もやしとにらの中華スープ ぶた肉 油、ごま油 もやし、にら、キャベツ、にんじん、きくらげ 27.6 32.8

バーガーパン ハンバーグトマトソース 牛乳、とり肉、ぶた肉 バーガーパン、油、三温糖、でん粉 玉ねぎ、にんにく、トマト

６日 牛乳 ツナ野菜ソテー ツナ 油 にんじん、キャベツ、もやし、ピーマン 726 929
（木） ａｂｃスープ ベーコン マカロニ、油 セロリ、にんじん、玉ねぎ、とうもろこし、チンゲンサイ 29.5 36.8
〇 ごはん ぶりのてり焼き 牛乳、ぶり 米、三温糖、でん粉

７日 【石川県】 牛乳 🔶じぶ煮 とり肉、ちくわ でん粉、こぐるまふ、三温糖 にんじん、たけのこ、しめじ、しいたけ、れんこん、小松菜 609 767
（金） 白菜のみそ汁 とうふ、みそ にんじん、はくさい、えのきだけ、ねぎ 28.4 34.2

中華めん みそコーンラーメン 牛乳、ぶた肉、みそ 中華めん、油、三温糖、ごま油、ごま にんにく、しょうが、とうもろこし、もやし、にんじん、にら、きくらげ、ねぎ

１０日 牛乳 かにしゅうまい スケトウダラ、かに 豚脂、でん粉、小麦粉 玉ねぎ 646 771
（月） こんにゃく入りサラダ（中華ドレッシング） わかめ ドレッシング こんにゃく、キャベツ、きゅうり、にんじん 25.8 30.0

ごはん 肉団子の和風あん 牛乳、とり肉 米、豚脂、ごま油 玉ねぎ、しょうが、にんにく

１１日 【はんぺんの日】 牛乳 ★こんさいの鶏みそ煮 とり肉、みそ 油、三温糖 大根、にんじん、蓮根、ごぼう 598 773
（火） あられはんぺんのすまし汁 サメ でん粉、やまいも しめじ、にんじん、小松菜、ねぎ 24.2 30.3
〇 ごはん 鮭フライ（ソース） 牛乳、さけ 米、パン粉、小麦粉、油

１２日 【受験応援】 牛乳 おひたし（しょうゆ・かつお節） かつお節 小松菜、白菜、キャベツ、きゅうり、にんじん 616 767
（水） きのこのみそ汁 みそ、油あげ 里芋 しめじ、えのきだけ、しいたけ、にんじん、ねぎ 23.6 27.8

ツイストパン えびの焼きコロッケ【シュリンプ・クロケット】 牛乳、エビ、ベーコン、脱脂粉乳、生クリーム、チーズ ツイストパン、マカロニ、バター、ベシャメルソース、パン粉、油 玉ねぎ

１３日 【ベルギー】 コーヒー牛乳 じゃがいものホットサラダ（マヨネーズ） じゃがいも、マヨネーズ にんじん、とうもろこし、枝豆 709 941
（木） 🔶豚肉のカルボナード【カルボネードフラマンド】 ぶた肉 ビール、小麦粉、デミグラスソース、三温糖 にんにく、しょうが、玉ねぎ、にんじん、ブロッコリー、トマト 27.4 33.9

ごはん ポークカレー 牛乳、ぶた肉、脱脂粉乳 米、油、じゃがいも、カレールゥ、りんごクリーム にんにく、しょうが、にんじん、玉ねぎ

１４日 牛乳 焼きウインナーケチャップソース ぶた肉、 三温糖 トマト、玉ねぎ 723 974

（金） 大根サラダ（玉ねぎドレッシング） ドレッシング 大根、キャベツ、にんじん、きゅうり、小松菜 26.1 36.6

地粉うどん けんちんうどん 牛乳、豆腐、油あげ 地粉うどん、油、でん粉、里芋 ごぼう、にんじん、大根、しいたけ、ねぎ、小松菜

１７日 牛乳 しゃくし菜まん ぶた肉、みそ ごま油、小麦粉 しゃくし菜、ねぎ、にんにく、 698 827
（月） こんぶ豆 ぶた肉、大豆、昆布、ちくわ 三温糖 こんにゃく、にんじん、いんげん 27.5 31.9
〇 麦ごはん 鶏肉とかぼちゃの香味あえ 牛乳、とり肉 麦、米、でん粉、油、三温糖、ごま かぼちゃ、ゆず

１８日 【冬至】 牛乳 ほうれん草のあえもの（和風ドレッシング） ドレッシング ほうれん草、白菜、春菊、もやし、にんじん 692 863
（火） はす汁 里芋 にんじん、大根、れんこん、なめこ、ねぎ、小松菜 24.4 28.7

キャロットピラフ ローストチキン 牛乳、とり肉 米、油 にんじん、玉ねぎ、とうもろこし、ピーマン、にんにく、しょうが

１９日 【クリスマス】 牛乳 ブロッコリーサラダ（フレンチドレッシング） ドレッシング ブロッコリー、キャベツ、にんじん、とうもろこし 773 931
（水） ミネストローネ　　　クリスマスケーキ ベーコン オリーブオイル、じゃがいも、三温糖、チョコケーキ にんにく、セロリ、にんじん、玉ねぎ、トマト 29.6 32.5

はちみつパン ほうれん草のオムレツ（トマトケチャップ） 牛乳、たまご はちみつパン ほうれん草、トマト

２０日 牛乳 たらこスパゲティー（豆乳） たらこ、ベーコン、豆乳 オリーブオイル、スパゲティ にんにく、玉ねぎ、しめじ、えのきだけ、パセリ 740 920
（木） 冬野菜のポトフ ぶた肉 油、じゃがいも セロリ、玉ねぎ、大根、にんじん、かぶ。、小松菜 28.7 34.6

ごはん いわしのしょうが煮 牛乳、いわし 米、三温糖 生姜

２１日 牛乳 切干大根のふくめ煮 とり肉、油あげ 油、三温糖 切干大根、にんじん、こんにゃく、いんげん 611 753
（金） 野菜たっぷりみそ汁 わかめ、みそ えのきだけ、玉ねぎ、キャベツ、小松菜、ねぎ 25.8 29.5

１２月平均栄養摂取量 681 853
26.3 31.8

1月 ごはん とり肉のさんぞく焼き 牛乳、とり肉 米、でん粉、油 しょうが、にんにく

８日 牛乳 切干大根とひじきの煮物 ひじき、油あげ 三温糖 切干大根、にんじん、いんげん 676 826
（火） だまこ汁 だまこもち、油、三温糖 ごぼう、にんじん、しめじ、まいたけ、しいたけ、こんにゃく、せり、ねぎ 28.5 31.3

ごはん 赤魚のみそフライ 牛乳、めぬけ、みそ 米、米油、パン粉、でん粉、小麦粉、油

９日 【教科関連献立】 牛乳 炒めなます ぶた肉 油、ごま油、三温糖 しらたき、ごぼう、にんじん、れんこん、しいたけ 630 793
（水） 七草汁 とり肉、油あげ 大根、かぶ、にんじん、白菜、ねぎ、小松菜、せり 24.4 28.9

ドックパン スパニッシュオムレツ（トマトケチャップ） 牛乳、たまご、チーズ、ベーコン ドックパン、じゃがいも、でん粉、油 玉ねぎ

１０日 牛乳 ツナとほうれん草の豆乳クリームスパゲティ ツナ、豆乳 スパゲティ、オリーブオイル にんにく、玉ねぎ、ほうれん草、しめじ 711 898
（木） 野菜のスープ 油、でん粉 セロリ、ねぎ、玉ねぎ、にんじん、白菜、しいたけ、チンゲンサイ 26.6 32.2

ごはん 魚のてりやき 牛乳、モーカ 米、砂糖

１１日 牛乳 大根のそぼろ煮 とり肉 油、三温糖、でん粉 大根、にんじん、こんにゃく、枝豆 610 760
（金） えのきとわかめの味噌汁 わかめ、油あげ、みそ じゃがいも えのきだけ、玉ねぎ、ねぎ 25.9 31.0

１月分予定献立表（Ｂコース）　★３学期の給食は１月８日（火）から始まります。

　　　　１２月１月分予定献立表（Bコース） （給食回数１５回）

日付
(曜日)

献立
こんだて 　　　熱量(Kcal)

　　　たんぱく質（g）

※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

◆印は「新メニュー」です
★印は「カミカミ献立」です

「中＞〇〇」は、中学生のみ提供の献立になります。

献立表には、使用する食材全てが記載されているわけではありません。 詳細が必要な方には、申請書の提出をお願いしております。

○印は「久喜市内統一メニュー」です

○ ７日【郷土・イベントに関連した料理（石川県）】

○１２日【教科関連献立（中学校３年生 受験応援）】 ○１８日【行事食（冬至）】

12/4の給食は、太田小学校６年２組のお友達が考えた

リクエスト献立「はるまき定食」です。

 12月 予定

食材 産地 食材 産地 食材 産地 食材 産地

米 埼玉（久喜市産米） いわし 茨城 たまねぎ 北海道 しょうが 鹿児島、高知

パン 埼玉、アメリカ、カナダ 鮭 北海道 ごぼう　 にんにく 青森

麺 埼玉、アメリカ、カナダ わかざぎ カナダ にら 茨城 ホールコーン 北海道

牛乳 埼玉、栃木、北海道など かぼちゃ 久喜 韓国 枝豆 インドネシア

キャベツ　 久喜 ニュージーランド インゲン インドネシア

きゅうり　 久喜 ピーマン　 茨城 えのきだけ 埼玉

小松菜　 久喜 ブロッコリー（冷凍） エクアドル しめじ 長野

卵 卵 青森、長野、新潟他 大根　 久喜 もやし　 栃木 蓮根 茨城

豚肉 千葉、神奈川 チンゲンサイ　 久喜 じゃがいも　 北海道 なめこ 新潟

鶏肉 宮崎、鹿児島他 長ネギ 久喜 パセリ　 茨城 切干大根　 宮崎

厚削り 静岡 にんじん　 久喜 さといも 千葉他 かんぴょう 栃木

煮干し 九州 はくさい 久喜 かぶ　 千葉 きくらげ 熊本

たらこ ロシア・米国 ほうれん草 久喜、茨城 セロリ　 長野 ほししいたけ 宮崎、大分

ぶり 三陸 ブロッコリー　 埼玉 春菊 カットわかめ 韓国

むきえび インド たけのこ 愛媛 ほうれん草 茨城
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平成30年度　学校給食使用食材の産地　（久喜地区）
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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。
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