
（給食回数１４回）

平成３０年度 　　久喜市教育委員会（菖蒲学校給食センター）

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
熱量(Kcal)
たんぱく質（g）

主食 飲物 おかず （きいろ） （あか） （みどり） 小学生

☆ ごはん えびカツ（ソース）

１日 牛乳 なのはなのおひたし（しょうゆ） 581

（金） たまごいりすましじる 22.9

ちゅうかめん マーボーラーメン

４日 牛乳 ポークシュウマイ 619

（月） もやしのサラダ（ドレッシング） 27.9

ごはん メンチカツ（ソース）

５日 牛乳 ひじきのにもの 640

（火） とんじる 21.8

★◇ せきはん さわらのさいきょうやき

６日 ごましお 牛乳 ほうれんそうのサラダ（ドレッシング） 588

（水） はるのすましじる　　　　おいわいゼリー 24.1

メロンパン ♪　菖蒲小学校リクエスト献立　♪

★ （乳・卵抜き） とりのからあげ

７日 牛乳 ポテトサラダ 686

（木） アルファベットスープ 29.4

◆ ごはん たらのたつたあげおろしソースかけ

８日 牛乳 こんぶのにつけ 598

（金） わかめのみそしる 26.2

地粉うどん ごもくうどん

１１日 牛乳 かきあげ 597

（月） きゃべつのサラダ（ドレッシング） 23.3

ごはん ささみのあまからあげ

１２日 牛乳 もやしのサラダ（ドレッシング） 603

（火） とうふのみそしる 25.8

ごはん さけのしおこうじやき

１３日 牛乳 はるのきんぴら 576

（水） はくさいのみそしる 27.1

★ こどもパン ハンバーグトマトソースかけ

１４日 牛乳 ジャーマンポテト 681

（木） コーンチャウダー 24.9

★ カレーピラフ ポテトミートチーズ焼き

１５日 牛乳 だいこんサラダ（ドレッシング） 640

（金） オニオンスープ 22.6

ちゅうかめん タンメン

１８日 牛乳 はるまき 629

（月） ちんげんさいのサラダ（ドレッシング） 21.4

ごはん レバーのオーロラソースあえ

１９日 牛乳 こまつなのおひたし（しょうゆ、かつおぶし） 657

（火） だいこんのみそしる 25.8

★ むぎごはん わふうカレー

２０日 牛乳 きゃべつのサラダ（ドレッシング） 732

（水） フルーツポンチゼリー 20.6

631

24.6

こめ　むぎ　じゃがいも
あぶら　カレールウ
ドレッシング　ゼリー

牛乳　ぶたにく　とうにゅう

たまねぎ　にんじん　にんにく
しょうが　とうもろこし　きゃべつ
だいこん　みかん缶　パイン缶
おうとう缶

月平均栄養摂取量

ちゅうかめん　ごま　あぶ
ら
こむぎこ　はるさめ
ドレッシング

牛乳　ぶたにく　とりにく
きゃべつ　たまねぎ　にんじん
もやし　にら　にんにく　たけのこ
ちんげんさい　だいこん

こめ　でんぷん　あぶら
さとう

牛乳　ぶたレバー
かつおぶし　とうふ
あぶらあげ　みそ

しょうが　だいこん　たまねぎ
ねぎ　はくさい　こまつな
にんじん

パン　さとう　でんぷん
あぶら　ホワイトルウ
じゃがいも

牛乳　とりにく　ぶたにく
ベーコン　スキムミルク

たまねぎ　しょうが　にんにく
トマト　とうもろこし　にんじん
ほうれんそう　パセリ

こめ　さとう　じゃがいも
あぶら　オリーブオイル
でんぷん　ドレッシング

牛乳　ウインナー
ぶたにく　チーズ
いとよりだい

たまねぎ　ピーマン　にんじん
にんにく　トマト　だいこん
きゃべつ　きゅうり

こめ　でんぷん　あぶら
さとう　ドレッシング

牛乳　とりにく　とうふ
あぶらあげ　みそ

もやし　にんじん　きゃべつ
ねぎ　こまつな　たまねぎ

こめ　ごまあぶら　さとう
ごま

牛乳　さけ　とりにく
とうふ　あぶらあげ
わかめ　みそ

にんじん　ごぼう　うど　れんこん
はくさい　たまねぎ　ねぎ

こめ　でんぷん　あぶら
さとう　じゃがいも

牛乳　たら　こんぶ
だいず　とりにく　とうふ
さつまあげ　こうやどうふ
わかめ　あぶらあげ

しょうが　だいこん　こんにゃく
にんじん　ねぎ　たまねぎ

ゆでうどん　あぶら　さとう
こむぎこ　ドレッシング

牛乳　ぶたにく　なると
だいず　いか

にんじん　だいこん　ねぎ
たまねぎ　きゃべつ　こまつな
もやし

こめ　ささげ　ごま　さとう
ふ（こむぎこ）　ドレッシング
ゼリー

牛乳　さわら　みそ
とうふ

ほうれんそう　にんじん　もやし
うど　みつば　ほししいたけ
だいこん

パン　でんぷん　あぶら
じゃがいも　マカロニ
マヨネーズ（卵不使用）

牛乳　とりにく　ベーコン
しょうが　にんにく　えだまめ
とうもろこし　にんじん　たまねぎ
きゃべつ

ちゅうかめん　でんぷん
ごまあぶら　こむぎこ
さとう　ドレッシング

牛乳　ぶたにく　とうふ
みそ

にんじん　たまねぎ　たけのこ
ほししいたけ　にら　しょうが
ねぎ　もやし　きゃべつ

こめ　でんぷん　こむぎこ
パンこ　あぶら　さとう
じゃがいも

牛乳　ぶたにく　ひじき
あぶらあげ　とうふ　みそ

たまねぎ　にんじん　こんにゃく
えだまめ　ごぼう　だいこん
ねぎ

なのはな　きゃべつ　にんじん
えのき　こまつな　ねぎ

　　　３月分予定献立表　（小学校）
日付
(曜日)

献立（こんだて）

こめ　でんぷん　こむぎこ
パンこ　あぶら

牛乳　えび　たら　たまご
なると　とうふ

＊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、スプーンのつく日ですが、毎日清潔な「箸」を用意しましょう。
☆印行事食（ひなまつり）、◆印郷土食（岩手県）、◇教科と関連した献立（学校行事：卒業式）、◎リクエスト献立（菖蒲小学校「みんなの大好き大集合！」）です。
３月分　学校給食使用食材の産地（予定）　

産地（予定） 品種 産地（予定） 品種 産地（予定） 品種 産地（予定） 品種 産地（予定） 品種 産地（予定）

米 埼玉（久喜市産米） 豚肉 群馬、栃木 にんじん 千葉 きゅうり 埼玉、千葉 みつば 千葉、茨城

パン 埼玉、アメリカ、カナダ 鶏肉 青森 玉ねぎ 北海道 しょうが 菖蒲 さといも 千葉

麺 埼玉、アメリカ、カナダ わかめ 宮城、岩手 豚レバー 北海道 もやし 栃木 うど 埼玉、茨城 だいず 北海道

はるさめ タイ ベーコン 千葉、群馬 大根 神奈川、千葉 にら 群馬、栃木、茨城

牛乳 埼玉、栃木、北海道など ひじき 長崎、韓国 えび ベトナム 白菜 茨城 ほうれん草 久喜、埼玉

切干大根 宮崎 さわら 東シナ海 きゃべつ 久喜 パセリ 千葉

ほししいたけ 岩手 たら 北海道 チンゲン菜 茨城 ブロッコリー 久喜、愛知、香川

きくらげ 熊本 さけ 北海道 小松菜 岩槻 れんこん 群馬

刻み昆布 北海道 いか ペルー、チリ ねぎ 埼玉 えのき 長野

かつお節 静岡 ごぼう 青森 菜の花 千葉、神奈川

卵 群馬 にんにく 青森 えだまめ 北海道

じゃがいも 北海道 とうもろこし 北海道
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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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