
（給食回数１４回）

久喜市 教育委員会
平成３０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）

ポークシューマイ

３日 牛乳 だいこんのごまずあえ 635
（月） マーボーどうふ 23.8

ハムカツ

４日 牛乳 カリフラワーのサラダ（ドレッシング） 629
（火） 〇 ミートボールスープ 25.4

かきたまうどん

５日 地粉うどん 牛乳 だいずのしゃりしゃりあげ 628
（水） ほうれんそうとコーンのあえもの（ドレッシング） 23.2

おでん

６日 牛乳 あげごぼうのサラダ 624
（木） 24.2
※ さけフライ（ソース）

７日 牛乳 ほうれんそうのごまあえ（ドレッシング） 718
（金） とんじる　こざかな 27.2

カレイフライ

１０日 牛乳 にんじんのきんぴら 649
（月） すいとん 21.9

スパゲティナポリタン

１１日 牛乳 きゃべつのサラダ（ドレッシング） 611
（火） ○ かぼちゃのポタージュ 25.6

タンメン

１２日 牛乳 ジャンボギョーザ 651
（水） はなやさいのサラダ（ドレッシング） 27.7

とりにくのちゅうかいため

１３日 牛乳 はるさめサラダ（ドレッシング） 647
（木） ワンタンスープ 25.3

ポークカレー

１４日 牛乳 ひじきのごしょくいため 718
（金） ○ ヨーグルト 22.3
◆ ぶりのてりやき

１７日 牛乳 じぶに 619
（月） はくさいのみそしる 26.5

もみのきハンバーグ・トマトソース

１８日 牛乳 マカロニサラダ（ドレッシング） 651
（火） ○ サーモンチャウダー 27.9

ほうとううどん

１９日 牛乳 シューマイ 617
（水） こまつなのサラダ（ドレッシング） 25.8
★ とりにくとかぼちゃのこうみあえ

２０日 牛乳 はくさいのおひたし 681
（木） ○ はすじる　せんたくデザート 22.0

　　☆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。 648
　　☆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。 24.9

かんとんめん

９日 牛乳 ささみチーズはるまき 653
（水） きりぼしだいこんのサラダ（ドレッシング） 28.0

あかうおのみそフライ

１０日 牛乳 いためなます 634
（木） ななくさじる 25.3

ポークカレー

１１日 牛乳 ツナサラダ（ドレッシング） 680
（金） 〇 23.0

ちゅうかめん
ちゅうかめん　あぶら　じゃがいも
でんぷん　ドレッシング

月平均栄養摂取量

☆１月分予定献立表（１月の給食は９日から始まります。）

むぎごはん
むぎごはん　てんぷらこ　あぶら
パンこ　ごまあぶら　さとう

牛乳　ほき　とりにく　ぶたにく
はくさい　だいこん　にんじん　ねぎ
かぶ　せり　こんにゃく　ごぼう　れんこん
ほししいたけ

牛乳　ぶたにく　うずらのたまご
とりにく　チーズ

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

むぎごはん
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　ツナ　ひじき

にんじん　たまねぎ　トマト

地粉うどん 地粉うどん　あぶら　でんぷん
さとう　こむぎこ　ドレッシング

牛乳　ぶたにく　あぶらあげ
みそ

にんじん　だいこん　ごぼう　ねぎ
こまつな　しめじ

むぎごはん
むぎごはん　でんぷん　あぶら
さとう　ごま　さといも
クリスマスデザート

牛乳　とりにく
かぼちゃ　ゆず　にんじん　だいこん
れんこん　なめこ　ねぎ

むぎごはん むぎごはん　ふ　さとう　でんぷん
牛乳　ぶり　とりにく　ちくわ
なまあげ　わかめ　みそ

にんじん　たけのこ　ほししいたけ
はくさい　ねぎ

しょくパン
いちごジャ

ム

しょくパン　ジャム　じゃがいも
さとう　マカロニ　ドレッシング

牛乳　とりにく　ぶたにく　さけ
ベーコン　あさり

にんじん　たまねぎ　パセリ
ホールコーン　ブロッコリー

むぎごはん
むぎごはん　じゃがいも
カレールウ　はるさめ　あぶら

牛乳　ぶたにく　スキムミルク
ひじき　ハム　ヨーグルト

たまねぎ　にんじん　トマト　もやし
さやいんげん

むぎごはん
むぎごはん　でんぷん　あぶら
ワンタン　はるさめ　ドレッシング

牛乳　とりにく　うずらのたまご
ぶたにく

にんじん　たまねぎ　たけのこ　ピーマン
きくらげ　もやし　ねぎ　ちんげんさい
きゅうり

ちゅうかめん
ちゅうかめん　あぶら　ごま
さとう　こむぎこ　ごかあぶら
ドレッシング

牛乳　ぶたにく　あさり
にんじん　はくさい　たけのこ　もやし
しょうが　ホールコーン　ほししいたけ
きくらげ　カリフラワー　ブロッコリー

むぎごはん　こむぎこ　パンこ
あぶら　じゃがいも　アーモンド
ドレッシング

牛乳　さけ　ぶたにく　とうふ
みそ　かたくちいわし

牛乳　かれい　とりにく
あぶらあげ

はくさい　にんじん　だいこん　ねぎ
こんにゃく

くろパン
くろパン　スパゲティ　あぶら
ドレッシング　こむぎこ　バター

　　12月分予定献立表

にんじん　たまねぎ　ほししいたけ
たけのこ　しょうが　ねぎ　こまつな
だいこん

地粉うどん　じゃがいも　あぶら
でんぷん　さとう　ドレッシング

牛乳　とりにく　たまご　こんぶ
にんじん　たまねぎ　こまつな　ねぎ
ほうれんそう　きゃべつ　ホールコーン

こどもパン　てんぷらこ　パンこ
あぶら　ドレッシング

牛乳　ハム　ぶたにく　とりにく
たまねぎ　にんじん　はくさい　パセリ
もやし　カリフラワー　ホールコーン
ブロッコリー

熱量(Kcal)
たんぱく質
（g）

ちゃめし
むぎごはん　じゃがいも　さとう
あぶら

牛乳　いか　うずらのたまご
つみれ　ちくわ　がんもどき
こんぶ

だいこん　にんじん　きゃべつ　きゅうり
にんじん　ごぼう　れんこん

むぎごはん
むぎごはん　あぶら　さとう
ごまあぶら　でんぷん　ごま
こむぎこ

牛乳　ぶたにく　とうふ　みそ

こどもパン

牛乳　ぶたにく　あさり　チーズ
スキムミルク

たまねぎ　にんじん　ピーマン　トマト
にんにく　きゃべつ　もやし　かぼちゃ
パセリ

むぎごはん

日付
(曜日)

献立（こんだて）

ほうれんそう　だいこん　にんじん
ごぼう　ねぎ

むぎごはん
むぎごはん　じゃがいも　こむぎこ
でんぷん　ごまあぶら　さとう
ごま

kcal

※教科と関連

◆郷土食、★行事食

１２月 予定

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） 鮭 北海道・三陸 ひじき 長崎、韓国 にんじん 北海道・千葉 ピーマン 茨城

パン 埼玉、アメリカ、カナダ 魚 ぶり 長崎 わかめ 韓国 たまねぎ 北海道 きゅうり 埼玉

麺 埼玉、アメリカ、カナダ 類 カレイ アメリカ 干ししいたけ 長崎、宮崎 青梗菜 茨城 小松菜 埼玉

発芽玄米 埼玉県 カタクチイワシ 瀬戸内 はるさめ タイ 生姜 高知 じゃがいも 北海道

牛乳 埼玉、栃木、北海道など こんぶ 北海道 もやし 群馬 きゃべつ 愛知・茨城

切干大根 宮崎 ほうれん草 埼玉 しめじ 長野

ごま
ﾊﾟﾗｸﾞｱｲ、ｸﾞｧﾃﾏﾗ、ﾒｷ
ｼｺ他

にんにく 青森 カリフラワー 埼玉

大豆 北海道 ブロッコリー 埼玉 パセリ 千葉

卵 卵 埼玉、新潟、群馬 ごぼう 青森 白菜 茨城

うずらの卵 愛知、静岡 れんこん 茨城 大根 千葉

豚レバー 北海道 ねぎ 埼玉 かぼちゃ 北海道

平成３０年度　学校給食使用食材の産地　（  栗橋地区小学校　）

　
　
　
乾
物
等

青
果
類

北海道
青森、岩手

宮崎、鹿児島

主
食

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。

豚肉

北海道、青森、岩
手、宮崎、鹿児
島、茨城、栃木肉

類

鶏肉


