
（給食回数　１８回）

久喜市 教育委員会

平成３０年度 栗橋地区中学校

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）

☆栗橋西中　授業で考案した献立 米　オリーブ油　三温糖 牛乳　鶏肉 玉ねぎ　赤ピーマン　黄ピーマン　トマト

３日 ご飯 牛乳 鶏肉のトマト煮　　コンソメスープ ドレッシング　じゃが芋　大豆油 ショルダーベーコン ピーマン　にんにく　ブロッコリー　オクラ 831
（月） 夏野菜サラダ（胡麻ドレッシング）　和梨ゼリー ゼリー きゃべつ　きゅうり　人参 31.5

★郷土食　高知県 米　澱粉　大豆油　三温糖 牛乳　かつお　焼きのり 生姜　玉ねぎ　赤ピーマン　ねぎ　ごぼう

４日 ご飯 牛乳 かつおの南蛮漬け　　ぐる煮 里芋 厚揚げ　竹輪 小松菜　きゃべつ　もやし　人参　しめじ 772
（火） きゃべつの磯香和え 干し椎茸　大根　こんにゃく　竹の子 31.7

ササミチーズフライ（ソース） パン　パン粉　澱粉 牛乳　鶏肉　チーズ 人参　きゅうり　玉ねぎ　コーン

５日 バターコッペ 牛乳 マカロニサラダ（コールスロードレッシング） マカロニ　ドレッシング 豚肉　あさり マッシュルーム 946
（水） パン クラムチャウダー じゃが芋　大豆油 35.1

レバーのオーロラソース和え 米　片栗粉　大豆油　三温糖 牛乳　豚レバー　ツナ 小松菜　もやし　人参　コーン　大根

６日 ご飯 牛乳 ツナと野菜のサラダドレッシング和え じゃが芋 豚肉　木綿豆腐　味噌　いわし粉 ごぼう　こんにゃく　ねぎ 866
（木） 豚汁　　　　　　　　　　　　　さかなふりかけ ふりかけ 33.1

広東麺 中華麺　さつま芋　片栗粉 牛乳　大豆　ちりめんじゃこ 小松菜　きゅうり　もやし　コーン

７日 中華麺 牛乳 かみかみ大豆の揚げ煮 大豆油　砂糖　ごま油　三温糖 わかめ　豚肉 人参　きゃべつ　にら　ねぎ　にんにく 774
（金） 小松菜とわかめのサラダ サラダ油 生姜 38.0

鮭の竜田揚げ 米　澱粉　大豆油　仙台麩 牛乳　鮭　豚肉 生姜　大根　こんにゃく　人参　いんげん

１０日 ご飯 牛乳 お麩と大根の煮物 三温糖　里芋 木綿豆腐　味噌 しめじ　えのきたけ　ねぎ 731
（月） きのこの味噌汁 26.6

タンドリーチキン 米　大豆油　ごま油 牛乳　鶏肉　ヨーグルト 生姜　きゃべつ　小松菜　人参　冬瓜

１１日 ご飯 牛乳 小松菜のお浸し 片栗粉 花かつお　刻み昆布　ひよこ豆 玉ねぎ　干し椎茸 701
（火） 冬瓜のスープ 28.3

★教科と関連献立　英語（オーストラリア） パン　澱粉　大豆油 牛乳　ホキ

１２日 食パン 牛乳 白身魚のフリッター　　フライドポテト じゃが芋　ジャム ショルダーベーコン 人参　きゃべつ　コーン 777
（水） （いちごジャム） 野菜スープ 21

☆栗橋東中　リクエスト献立「和食」 米　じゃが芋　砂糖 牛乳　豚肉　海草　ちりめんじゃこ 人参　玉ねぎ　グリンピース　白滝

１３日 ご飯 牛乳 肉じゃが　　　海草サラダ 大豆油　三温糖 木綿豆腐　味噌　いわし粉 きゃべつ　きゅうり　枝豆　大根 789
（木） 大根の味噌汁　　　　　　　お米のババロア お米のババロア なめこ 26.7

わかめ入り具沢山うどん 牛乳　いか　鶏肉　油揚げ きゃべつ　人参　きゅうり　もやし

１４日 地粉うどん 牛乳 いかのかりん揚げ うどん　大豆油　片栗粉 わかめ 大根　ねぎ　小松菜 756
（金） ゆかり和え 33.4

ししゃもフライ（ソース） 米　パン粉　小麦粉　大豆油 牛乳　ししゃも　ロースハム 人参　きゅうり　えのきたけ　小松菜

１８日 ご飯 牛乳 春雨サラダ 春雨　サラダ油　三温糖 厚揚げ ねぎ 807
（火） 厚揚げときのこのすまし汁 澱粉 28.3

牛乳

キーマカレー パン　小麦粉　大豆油 人参　玉ねぎ　にんにく　生姜　トマト

１９日 フラワーロール 牛乳 コールスローサラダ 三温糖 牛乳　豚挽き肉 きゃべつ　きゅうり　コーン　ナタデココ 777
（水） パン フルーツココ みかん　パイン　黄桃 25.5

★行事食　十五夜 米　栗　三温糖 牛乳　鶏肉　油揚げ 人参　干し椎茸　えのきたけ　しめじ

２０日 ご飯 牛乳 秋の香り（ご飯の具）　　お月見汁 白玉団子　油　ゼリー 卵　味噌　いわし粉 大根　糸こんにゃく　ごぼう　ねぎ 869
（木） スコッチエッグ（ケチャップ）　　お月見ゼリー 小松菜 30.6

もやしラーメン 中華麺　パン粉　澱粉 牛乳　えび　たら　豚肉 玉ねぎ　ごぼう　きゅうり　人参　コーン

２１日 中華麺 牛乳 えび蒸しシュウマイ③ シュウマイの皮　ドレッシング わかめ ねぎ　もやし　きゃべつ　メンマ　生姜 689
（金） ごぼうサラダ（香りごまドレッシング） ごま油 にんにく 29.1

酢豚 米　片栗粉　大豆油　砂糖 牛乳　豚肉　刻みのり 生姜　玉ねぎ　人参　竹の子　ピーマン

２５日 ご飯 牛乳 きゃべつの磯香和え（刻みのり・しょうゆ） じゃが芋 木綿豆腐　味噌　いわし粉 干し椎茸　小松菜　きゃべつ　もやし 809
（火） けんちん汁 大根　ごぼう　こんにゃく　ねぎ 30.4

チーズオムレツ（ケチャップ） パン　澱粉　大豆油　ペンネ 牛乳　卵　チーズ セロリ　人参　にんにく　玉ねぎ　トマト

２６日 ツイストパン 牛乳 ペンネのトマト煮 バター ショルダーベーコン パセリ　コーン　かぼちゃ 889
（水） コーンパンプキンポタージュスープ 30.1

高菜そぼろ丼　 牛乳　豚挽き肉　ひじき 高菜　人参　にんにく　ほうれん草

２７日 発芽玄米 牛乳 ほうれん草とひじきの和え物 米　油　砂糖　白すり胡麻 木綿豆腐　わかめ きゃべつ　小松菜　ねぎ 726
（木） 入りご飯 すまし汁 26.1

タンメン 中華麺　ぎょうざの皮　大豆油 きゃべつ　にら　生姜　にんにく　もやし

２８日 中華麺 牛乳 揚げ餃子③ ドレッシング　白いり胡麻 牛乳　豚肉　鶏肉 チンゲン菜　人参　きゅうり　干し椎茸 761
（金） チンゲン菜のナムル コーン　玉ねぎ 28.2
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９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）

月平均栄養摂取量
※ 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

 9 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） かつお 太平洋 にら 茨城・栃木 しめじ 長野

パン 埼玉、アメリカ、カナダ 鮭 北海道・三陸 人参 北海道 水菜 茨城

麺 埼玉、アメリカ、カナダ ホキ ニュージーランド 根深ねぎ 茨城・青森・山形 なす 栃木・茨城

牛乳 埼玉、栃木、北海道など いか ペルー ピーマン 茨城・青森・岩手 万能ねぎ 茨城・静岡

ししゃも ノルウェー 赤・黄ピーマン 韓国・オランダ しいたけ 秋田

じゃがいも 北海道 もやし 千葉・栃木 わかめ 韓国

きゃべつ 群馬・長野 パセリ 長野 ひじき 韓国

卵 卵 ごぼう 群馬・青森 小松菜 茨城 切干大根 宮崎

切りごぼう 群馬・青森 セロリ 長野

きゅうり 福島・埼玉 チンゲン菜 茨城

大根 北海道・青森 舞茸 新潟

玉葱 北海道 えのき茸 長野

平成３０年度　学校給食使用食材の産地　（栗橋地区）

鶏肉

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。
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