
久喜市教育委員会   
平成３０年度 全農食品久喜事業所
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主食 飲物 おかず （あか） （きいろ） （みどり） 小学生 中学生

ごはん メンチカツ（ソース） 牛乳、豚肉 米、パン粉、小麦粉、油 玉ねぎ

１日 牛乳 おひたし（かつおぶし・しょうゆ） かつおぶし キャベツ、もやし、にんじん。小松菜、きゅうり 628 781
（金） みそ汁 豆腐、油揚げ、みそ 大根、えのきだけ、長ねぎ 25.8 30.4

中華めん タンメン 牛乳、豚肉、なると 中華めん、でん粉、ごま、ごま油、油 にんじん、玉ねぎ、もやし、きくらげ、筍、長ねぎ

４日 牛乳 ニラまんじゅう 豚肉 でん粉、もち粉、砂糖、ごま油 にら、キャベツ 622 751
（月） 野菜のナムル（韓国ナムルドレッシング） わかめ ドレッシング キャベツ、大根、小松菜、にんじん 27.5 31.7
〇 ごはん ★子持ちししゃもののりごまフライ（ソース） 牛乳、ししゃも、青のり 米、ごま、パン粉、でん粉、小麦粉、油

５日 牛乳 ★かみかみ和え（和風ドレッシング） 昆布、するめいか ドレッシング 切干大根、にんじん、きゅうり、キャベツ 620 798
（火） とうふとわかめのみそ汁 とうふ、わかめ、油揚げ、みそ えのきだけ、小松菜、ねぎ 25.3 30.9

かてめし ひじき入りあつやきたまご 牛乳、油揚げ、鶏卵、ひじき 米、三温糖、砂糖、でん粉、油 筍、ごぼう、にんじん、椎茸、枝豆

６日 牛乳 こうやどうふと野菜のふくめに 豚肉、こうやどうふ 里芋、三温糖 にんじん、大根、れんこん、いんげん 655 827
（水） みそ汁 みそ 玉ねぎ、えのきだけ、小松菜、長ねぎ 26.6 32.3

食パン チキンとコーンのグラタン 牛乳、鶏肉、チーズ、脱脂粉乳 食パン、バター、マカロニ、ホワイトルウ とうもろこし、ほうれん草、玉ねぎ

７日 牛乳 ウインナー野菜いため ウインナー 油　　 にんじん、玉ねぎ、キャベツ、もやし、ピーマン 698 952
（木） あんずジャム ミネストローネ ベーコン オリーブ油、じゃが芋、三温糖　ジャム セロリ、にんじん、玉ねぎ、トマト、にんにく 27.1 34.9

ごはん 鶏肉のてりやき 牛乳、鶏肉 米、三温糖、油

８日 牛乳 ミニきぬ厚揚げと大根のにもの 厚揚げ 三温糖 大根、にんじん、椎茸、こんにゃく、枝豆 625 773
（金） みそ汁　　　　さくらんぼゼリー 油揚げ、わかめ、みそ ゼリー ぶなしめじ、もやし、小松菜、長ねぎ 29.4 35.2
〇 地粉うどん なすなんばんうどん 牛乳、豚肉、油揚げ 地粉うどん、三温糖、油 なす、にんじん、長ねぎ、生姜

１１日 牛乳 ゼリーフライ（ソース）　　　　アーモンドフィッシュ おから　　　かたくちいわし じゃが芋、小麦粉、油　　アーモンド、ごま 玉ねぎ、にんじん、長ねぎ 725 853
（月） 小松菜の和えもの（ごまドレッシング） ドレッシング 小松菜、にんじん、もやし、キャベツ 25.8 29.5

ごはん ビーフストロガノフ 牛乳、牛肉、脱脂粉乳 米、デミグラスルウ、生クリーム、油 玉ねぎ、にんじん、マッシュルーム、にんにく

１２日 牛乳 ピロシキ 豚肉 小麦粉、パン粉、砂糖、油 玉ねぎ、キャベツ、生姜 785 968
（火） オリヴィエサラダ（マヨネーズ） 鶏肉 じゃが芋、マヨネーズ にんじん、きゅうり、とうもろこし、玉ねぎ 25.3 31.2

ごはん 青じそポン酢ハンバーグ 牛乳、鶏肉、豚肉 米、三温糖、砂糖 玉ねぎ、しょうが、にんにく、大根、青じそ、レモン

１３日 牛乳 ★きんぴらごぼう 豚肉 ごま、三温糖、ごま油、油 ごぼう、にんじん、れんこん、いんげん 663 840
（水） あさりのみそ汁 あさり、とうふ、わかめ、みそ えのきだけ、長ねぎ 27.1 33.4

さきたまボール ベーコンオムレツ（トマトケチャップ） 牛乳、鶏卵、ベーコン さきたまボール、砂糖、油

１４日 牛乳 スパゲティ・ボロネーゼ 豚肉 スパゲティ、三温糖、オリーブ油 玉ねぎ、ピーマン、トマト、にんにく 760 923
（木） ポテトスープ じゃが芋 玉ねぎ、にんじん、ぶなしめじ、チンゲン菜 28.2 32.9
〇 麦ごはん あじフライ（ソース） 牛乳、あじ 米、麦、パン粉、小麦粉、油

１５日 牛乳 小松菜のおひたし（きざみのり・しょうゆ） のり 小松菜、にんじん、もやし、キャベツ 655 822
（金） 豚汁 豚肉、とうふ、みぞ じゃが芋、油 ごぼう、にんじん、大根、玉ねぎ、長ねぎ 24.7 29.2

中華めん とうふラーメン 牛乳、豚肉、とうふ、わかめ 中華めん、でん粉、三温糖、油 にんじん、長ねぎ、生姜、にんにく

１８日 牛乳 ★深谷ねぎ入りあげぎょうざ 豚肉、鶏肉 でん粉、小麦粉、油 長ねぎ（深谷ねぎ）、キャベツ、にら、生姜 673 835
（月） ★ごぼうサラダ（ソイドレッシング） ドレッシング ごぼう、れんこん、キャベツ、にんじん、きゅうり 24.2 29.2

フランクのサルサソース 牛乳、鶏肉、フランク 米、三温糖、オリーブ油 にんじん、玉ねぎ、パプリカ、ピーマン、トマト

１９日 牛乳 サラダ（サウザンドレッシング） ドレッシング にんじん、キャベツ、きゅうり、パプリカ 766 942
（火） ♦アヒアコ【じゃがいものスープ】　　コーヒープリン じゃが芋、バター　　　　コーヒープリン 長ねぎ、セロリ、玉ねぎ、とうもろこし、アボカド 23.0 27.5

ごはん さばの塩焼き 牛乳、さば 米

２０日 牛乳 新じゃがとベーコンのふくめに ベーコン じゃが芋、三温糖、油 玉ねぎ、いんげん、にんじん 677 870
（水） 大根のみそ汁 油揚げ、みそ 白玉ふ 大根、小松菜、長ねぎ 25.9 33.1

バーガーパン 白身魚ポーションフライ（ソース） 牛乳、たら バーガーパン、パン粉、小麦粉、油 れいとうみかん

２１日 牛乳 コーンのサラダ（かんきつ風味ドレッシング） ドレッシング キャベツ、きゅうり、にんじん、とうもろこし 648 786
（木） チキンボールのスープ　　　れいとうみかん 鶏肉 パン粉、砂糖、油 玉ねぎ、もやし、にんじん、椎茸、チンゲン菜 28.0 33.1

ごはん ♦ヤッサ・プレ【鶏肉の玉ねぎソース】 牛乳、鶏肉 米、オリーブ油 玉ねぎ、セロリ、にんにく、レモン

２２日 牛乳 サラダ（イタリアンドレッシング） ドレッシング キャベツ、にんじん、きゅうり 644 790
（金） スープ・カンジャ風【オクラスープ】　かたぬきチーズ ハム　　チーズ じゃが芋、油 オクラ、にんじん、とうもろこし 29.8 34.6

地粉うどん ごまみそうどん 牛乳、豚肉、みそ 地粉うどん、ごま、ごま油、でん粉、油 玉ねぎ、にんじん、長ねぎ、椎茸、生姜

２５日 牛乳 さつまいもの天ぷら さつま芋、小麦粉、でん粉、油 700 841
（月） ♢加須うどんの日 野菜のおひたし（かつおぶし・しょうゆ） かつおぶし もやし、ほうれん草、キャベツ、にんじん 23.6 27.6

ごはん いわしのうめに 牛乳、いわし 米、三温糖、でん粉 うめ

２６日 牛乳 豚肉とねぎのみそいため 豚肉、みそ でん粉、三温糖、ごま油、油 長ねぎ、もやし、にんじん、りんご、生姜 669 807
（火） けんちん汁 とうふ、油揚げ 里芋、油 大根、ごぼう、にんじん、小松菜 28.7 32.6

ごはん しゅうまい（卓上しょうゆ） 牛乳、豚肉 米、でん粉、小麦粉、砂糖、ごま油 玉ねぎ、生姜

２７日 牛乳 マーボーなす 豚肉、みそ 三温糖、でん粉、ごま油、油 なす、にんじん、玉ねぎ、パプリカ、長ねぎ 726 917
（水） おかひじきの中華スープ　　ヨーグルト ヨーグルト ごま油 おかひじき、もやし、大根、とうもろこし、椎茸 25.1 30.8

フラワーロール ★コトレット・スハボヴィ【豚カツレツ】　　レモン果汁 牛乳、豚肉 フラワーロール、パン粉、小麦粉、油 パセリ、レモン

２８日 牛乳 キャベツのサラダ（フレンチドレッシング） ドレッシング キャベツ、きゅうり、にんじん 748 968
（木） クルプニク【押し麦と野菜のスープ】 ベーコン 麦、じゃが芋、オリーブ油 長ねぎ、セロリ、にんじん、玉ねぎ、ぶなしめじ 28.5 35.4

発芽玄米ごはん トマトカレー 牛乳、豚肉、脱脂粉乳 米、発芽玄米、じゃが芋、カレールウ、油 玉ねぎ、にんじん、トマト、りんご、生姜

２９日 牛乳 きびなごフリッター きびなご 小麦粉、パン粉、でん粉、油 735 970
（金） こんにゃくサラダ（バンバンジードレッシング） わかめ、茎わかめ、昆布、ひじき ドレッシング キャベツ、にんじん、小松菜、こんにゃく 25.3 33.0

６月平均栄養摂取量 687 858
26.4 31.8

⚽ワールドカップ給食
（ロシア）

⚽ワールドカップ給食
（セネガル）

⚽ワールドカップ給食
（ポーランド）

　　　　６月分予定献立表（Bコース） （給食回数２１回）

日付
(曜日)

献立
こんだて 熱量(Kcal)

　たんぱく質

♦アロス・コン・ポーヨ
【炊き込みごはん】
⚽ワールドカップ給食

（コロンビア）

※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

○印は「久喜市内統一メニュー」です。

○５日 【行事食（虫歯予防献立＜カミカミ料理＞）】

○１１日【郷土・イベントに関連した料理（埼玉県）】

○１５日 【教科関連献立（中学１年生家庭科 健康と食生活）】

「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。

　　　　６月分予定献立表（Bコース）

６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） あさり 熊本、愛知他 にんじん　 茨城 トマト 埼玉、千葉

パン 埼玉、アメリカ、カナダ アジ ベトナム しょうが 鹿児島、高知 切干大根　 宮崎

麺 埼玉、アメリカ、カナダ いわし 茨城 にんにく 青森 いんげん タイ

牛乳 埼玉、栃木、北海道など きびなご 日本 ごぼう　 茨城 枝豆 インドネシア

子持ちししゃも ノルェー とうもろこし 北海道 じゃがいも　 長崎、北海道

たら ロシア パセリ　 茨城 なす 埼玉

するめいか 北海道 葉ねぎ　 静岡 れんこん 茨城

卵 卵 千葉、茨城、埼玉他 小松菜　 久喜、埼玉、茨城 パプリカ 韓国、ニュージーランド えのき 埼玉

大根　 久喜 冷凍みかん 熊本 エリンギ 長野

キャベツ　 茨城 ピーマン　 茨城 しめじ 長野

鶏肉 宮崎、鹿児島他 きゅうり　 久喜 ほうれん草 茨城 マッシュルーム 茨城

牛肉 アメリカ、オーストラリア 長ネギ 久喜、茨城 もやし　 栃木 きくらげ 熊本

さば ノルウェー たまねぎ 久喜 さつまいも 茨城 ほししいたけ 宮崎、大分

カジキ ベトナム はくさい 久喜 さといも 茨城 小芽ひじき 韓国

かつお　 静岡 セロリ　 茨城 オクラ 沖縄 カットわかめ 韓国

厚削り 静岡 チンゲンサイ　 茨城 たけのこ 愛媛

煮干し 九州 おかひじき 山形 青じそ 愛知
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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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