
（給食回数１３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）

広東麺 中華麺　春雨　澱粉　小麦粉 牛乳　鶏肉　豚肉　わかめ 竹の子　人参　きゃべつ　玉ねぎ　もやし

１日 中華麺 牛乳 春巻き 大豆油　片栗粉 きゅうり　にら　ねぎ　にんにく　生姜 817
(金） きゃべつのゆかり和え 29.1

★行事食　桃の節句（ひなまつり） 米　パン粉　片栗粉 牛乳　えび　かつお節　卵 菜の花　きゃべつ　人参　小松菜

４日 ご飯 牛乳 エビフライ②(ソース)　　すまし汁 大豆油 木綿豆腐 ねぎ 741
（月） 菜の花のお浸し(かつお節・しょうゆ） 25.2

豚肉かりん揚げ③ 米　澱粉　大豆油　砂糖　ごま ジョア　豚肉　鶏肉　おから 生姜　こんにゃく　ごぼう　人参

５日 ご飯 ジョア 筑前煮 三温糖 油揚げ　味噌　いわし粉
れんこん　大根　小松菜　干し椎茸　ね
ぎ 838

（火） (プレーン)卯の花汁 いんげん 31.0
チーズオムレツ　デミグラスソースかけ パン　澱粉　砂糖　大豆油 牛乳　卵　プロセスチーズ 玉ねぎ　しめじ　えのきたけ　干し椎茸

６日 コッペパン 牛乳 ミックスサラダ(イタリアンドレッシング） ドレッシング　バター 大豆　金時豆　白いんげん豆 ブロッコリー　カリフラワー　きゃべつ 724
（水） ビーンズスープ パプリカ　人参　枝豆　パセリ 27.6

☆リクエスト献立（３年生） 米　片栗粉　大豆油　じゃが芋 牛乳　鶏肉　チーズ　木綿豆腐 生姜　きゅうり　人参　枝豆　大根

７日 ご飯 牛乳 鶏の唐揚げ②　　味噌けんちん汁 マヨネーズ　里芋 いわし粉　味噌 ごぼう　ねぎ 884
（木） ポテトサラダ（マヨネーズ） 29.0

味噌ラーメン 中華麺　澱粉　大豆油　砂糖 牛乳　ホキ　豚肉　味噌 生姜　にんにく　ねぎ　ごぼう　きゅうり

８日 中華麺 牛乳 白身魚のねぎソースかけ さつま芋　ごま油 枝豆　もやし　にら　玉ねぎ　人参 732
（金） ごぼうサラダ 34.5

★東北応援献立　岩手県　 米　澱粉　大豆油　砂糖 牛乳　たら　刻み昆布　鶏肉　大豆 大根　こんにゃく　ねぎ

１１日 ご飯 牛乳 たらの竜田揚げおろしかけ じゃが芋 さつま揚げ　高野豆腐　木綿豆腐 750
（月） 昆布の煮付け　　わかめの味噌汁 油揚げ　わかめ　味噌　いわし粉 31.6

★学校行事　卒業式 米　大豆油　ドレッシング 牛乳　鰆　味噌　木綿豆腐 ほうれん草　コーン　人参　糸みつば 775
１２日 ご飯 牛乳 鰆の西京焼き　　春のすまし汁 片栗粉 かまぼこ 干し椎茸　大根　うど 30.9
（火） ごま和え（ごまドレッシング） （クレープ） 849

※お祝いクレープ（３年生） 31.9
食パン ササミチーズフライ（ソース） パン　キャラメルクリーム 牛乳　鶏肉　プロセスチーズ 玉ねぎ　人参　きゃべつ　パセリ

１３日 (キャラメル 牛乳 ジャーマンポテト パン粉　澱粉　大豆油　じゃが芋 ショルダーベーコン　ウインナー 794
（水） クリーム) コンソメスープ バター 29.1

揚げ餃子③ 米　小麦粉　大豆油　ごま油 牛乳　豚肉　かに風味かまぼこ きゃべつ　にら　生姜　にんにく　もやし

１４日 ご飯 牛乳 ナムル 春雨 ショルダーベーコン　鶏肉 ほうれん草　干し椎茸 730
（木） 春雨スープ 23.0

１５日
（金）

いかナゲット③ 米　パン粉　澱粉　大豆油 ジョア　いか　豚肉 大根　人参　コーン　水菜　玉ねぎ

１８日 ご飯 ジョア 大根サラダ（和風ドレッシング） ドレッシング　じゃが芋 グリンピース　トマト　生姜　にんにく 853
（月） (いちご) ハヤシライス 27.1

コーヒー マーボー豆腐 米　砂糖　ごま油　大豆油　片栗粉 コーヒー牛乳　木綿豆腐　豚肉 玉ねぎ　ねぎ　人参　干し椎茸　生姜

１９日 ご飯 牛乳 磯香和え（のり・しょうゆ) 里芋 味噌　桜えび　刻みのり　いわし粉 にんにく　グリンピース　ほうれん草 783
（火） 豚汁 もやし　きゃべつ　大根 29.8

チキン竜田揚げ パン　澱粉　大豆油　ドレッシング 牛乳　鶏肉　ひじき 生姜　きゃべつ　コーン　きゅうり　人参

２０日 子供パン 牛乳 ヘルシーサラダ（玉ねぎドレッシング） じゃが芋　シェルマカロニ ショルダーベーコン 切干大根　こんにゃく　玉ねぎ　セロリ 726
（水） ミネストローネ トマト 29.4
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　３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

kcal

※ 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

❀ 卒 業 式 ❀

 3  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） さわら 東シナ海 人参 千葉・徳島 舞茸 新潟

パン 埼玉、アメリカ、カナダ たら ノルウェー 水菜 茨木 えのきたけ 長野

麺 埼玉、アメリカ、カナダ ホキ ニュージーランド 根深ねぎ 埼玉 しめじ 長野

牛乳 埼玉、栃木、北海道など じゃがいも 長崎・鹿児島・北海道 ピーマン 茨城・宮崎・高知 白菜 茨城・埼玉・群馬

きゃべつ 愛知・神奈川 赤・黄ピーマン 韓国 菜花 高知・千葉

ごぼう 青森 もやし 千葉・栃木 しいたけ 秋田

きゅうり 茨城・埼玉・千葉 パセリ 千葉・茨木 わかめ 韓国

卵 卵 大根 千葉・神奈川 小松菜 埼玉・茨城 ひじき 韓国

豚肉 群馬県 玉葱 北海道・佐賀 セロリ 愛知・静岡 切干大根 宮崎

鶏肉 鹿児島県 ニラ 茨城・栃木・群馬 チンゲン菜 茨城・埼玉

平成３０年度　学校給食使用食材の産地　（栗橋地区）

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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