
令和４年度 朝霞市立朝霞第五小学校
器具

エネルギー たんぱく質

(kcal) (g)

たんぱく質・無機質など 炭水化物・しぼうなど ビタミン・無機質など
・体をつくる 肉・魚・小魚・豆腐 ・元気に運動ができる ごはん・パン・麺 ・かぜをひきにくい 緑黄色野菜
・筋肉をつくる 豆類・乳製品・卵 いも類・油 ・おなかの調子がよい

朝霞市では、地元の農家の方々の協力で学校給食に地元の野菜を使っています。

多文化共生推進事業　児童の多文化共生意識を養うため、外国の料理を提供します。

※　今月の地場野菜は、じゃがいもです。（太字で表示）

                               ７月分　学校給食予定献立表家庭数

シシジューシー 米、ぶた肉、にんじん、こんぶ、しいたけ、さつまあげ、米油、しょうゆ、塩、三温糖、酒

670

ワンタンスープ とり肉、ワンタン、にんじん、キャベツ、きくらげ、長ねぎ、とりがら、ごま油、しょうゆ、こしょう、塩

608

626

さばのこうみだれ さば、ねしょうが、しょうゆ、酒、長ねぎ、みりん、三温糖、トウバンジャン、酢、塩、ごま油

ゴーヤチャンプルー

★ 1

なつやさいのみそしる なす、たまねぎ、みょうが、わかめ、油揚げ、みそ、かつお節

7大
アレルゲン
除去献立

日 曜

こんだて名

こんだてのざいりょう(食材料)

金

ロール

617 26.0

きりぼしだいこんのあまずあえ

牛
乳

シシジューシー

えだまめごはん

フラワー

23.2

○

28.5

栄養価
はし

スプーン
その他

主食
つけるもの
かけるもの

お　　か　　ず

ごはん

シブイのすましじる 冬瓜、長ねぎ、とうふ、かまぼこ、わかめ、かつお節、しょうゆ、塩

小麦粉、砂糖、乳不使用マーガリン、イースト、食塩、小麦たんぱく、ビタミンＣ

あじのたつたあげ あじ、でん粉、米油、酒、しょうゆ、しょうが

ベーコン、じゃがいも、たまねぎ、パセリ、チキンブイヨン、米油、バター、小麦粉、
粉チーズ、牛乳、こしょう、塩

米、枝豆、しょうゆ、塩、酒、みりん

ポテトコロッケ
ポテトコロッケ（じゃがいも、たまねぎ、砂糖、しょうゆ、食塩、ワイン、食用大豆油、こしょう、
パン粉、バッターミックス（小麦粉、ライ麦粉、コーンフラワー、増粘剤）、イーストフード、
ビタミンＣ）、米油、中濃ソース

ぶた肉、厚揚げ、ゴーヤ、にんじん、もやし、ごま油、三温糖、しょうゆ、かつお節、でんぷん、塩

切干大根、きゅうり、にんじん、しょうゆ、砂糖、酢、ごま油

27.3
スパイシーフライドチキン とり肉、ねしょうが、にんにく、赤ワイン、チリパウダー、ナツメグ、塩、しょうゆ、でん粉、米油

フレンチサラダ

フラワーロール

680

4 月 ○

えだまめごはん

6 水 ○

5 火 ○

じゃがいものポタージュ

ツナ、にんじん、短冊卵、米油、しょうゆ、三温糖、みりん、酒、塩

きゅうり、キャベツ、にんじん、米油、りんご酢、砂糖、塩、こしょう

イナムドゥチ ぶた肉、しいたけ、かまぼこ、油揚げ、こんにゃく、かつお節、しょうゆ、みりん、みそ、はねぎ

にんじんしりしり

とり肉、塩、酒、こしょう、みりん、砂糖、しょうゆ、でん粉○

たなばた

たなばたちらしずし

631ちらしずし

たなばたじる とり肉、酒、にんじん、だいこん、オクラ、糸かまぼこ、かつお節、みりん、しょうゆ、塩

米、さけフレーク、酒、さやいんげん、短冊卵、にんじん、しょうゆ、塩、三温糖、みりん、酢

7 木

ごはん

24.9

おほしさまポンチ
黄桃、みかん、ナタデココ（ナタデココ、砂糖、クエン酸、香料）、レモンゼリー（砂糖・ぶどう液果
糖液糖、レモン果汁、ぶどう糖、砂糖、水溶性食物繊維、はちみつ、ゲル化剤、酸味料、香料、
クエン酸鉄ナトリウム、カロチノイド色素）、サイダー

とりにくのてりやき

22.8マーボーなす
ぶた肉、なす、たけのこ、長ねぎ、にんにく、ねしょうが、にら、しいたけ、みそ、テンメンジャン、
でん粉、米油

ナムル にんじん、こまつな、もやし、ぜんまい、ごま、ごま油、砂糖、しょうゆ、みりん、酢、塩

8 金 ○

淡色野菜・果物

食品の体内でのおもなはたらきは赤・黄・緑のグループに分けられます。バランスよく食べて健康な体をつくりましょう。　　

おもに体をつくるはたらき（赤） おもに熱や力のもとになるはたらき（黄） おもに体の調子を整えるはたらき（緑）

１日(金) シシジューシー（沖縄県）、シブイ（冬瓜）のすまし汁（旬）
４日(月)   枝豆ご飯、夏野菜のみそ汁（旬）、

ゴーヤチャンプルー（沖縄県）
６日(水) イナムドゥチ、にんじんしりしり（沖縄県）
７日(木) 七夕ちらし寿司、七夕汁（行事食）

１１日(月) 夏野菜カレー、こだますいか（旬）
１３日(水) パエリア（スペイン・多文化共生）
１４日(木) ゆでとうもろこし（旬）

今月のテーマ 「夏野菜を食べよう」
ふるさとめぐり 「沖縄県」

夏真っ盛りの7～8月には、ご節句の一つ「七夕」や、

うなぎを食べる風習のある「土用の丑」、ご先祖様の霊を

お迎えする「お盆」などの行事があります。行事食の一例

とともにご紹介します。

立秋前の約18日間を「夏の
土用」といい、この期間にある
丑の日のことです。暑さ厳しい
この時期に、栄養豊富なうなぎ
や、「う」のつく物を食べて、
健康を願う風習があります。

季 節 の 節 目 と な る 「 五 節

句 」 の 一 つ 。 日 本 の 「 棚 機

女 」 と い う 伝 説 と 、 中 国 の

「織姫と彦星」の伝説がもと

になって、現在のような行事

になりました。夜空に浮かぶ

天の川や、機織りの糸に見立

てて「そうめん」を食べる風

習があります。

亡くなった人の霊魂が戻って
くる日とされ、仏教行事の「盂
蘭盆会」と作物の収穫に感謝す
る行事がもとになっています。
仏教では生き物を殺す「殺生」
を避けることから、野菜や豆類
などで作る「精進料理」が用意
されます。

親子料理教室の中止のお知らせ

例年7月に実施しておりました親子料理教室は、
新型コロナウイルス感染症拡大の状況を鑑み、今
年度は中止させていただくことになりました。



器具
エネルギー たんぱく質

(kcal) (g)

○：牛乳が付きます。
天候不順の影響等、都合により献立及び食材料の変更をすることがありますのでご了承ください。
丸ごと食べられる魚は、魚卵を含む場合があります。
魚の種類によっては小骨が入っていることがあります。
小魚（ちりめんじゃこ・沖あみなど）や海藻類（わかめ・アオサなど）は、甲殻類を含む場合があります。

献立の材料（食材料）に記載されている食品の内容は、下記をご覧下さい。

糸かまぼこ 魚肉（タラ）、魚介エキス（昆布、かつお節）、でん粉、みりん、食塩、砂糖、酵母エキス、加工でん粉

野菜（たまねぎ、にんにく）、粉末米酢

かまぼこ

海藻ミックス わかめ、昆布、茎わかめ、白とさかのり、青とさかのり、赤とさかのり

さけフレーク

トウバンジャン

7大
アレルゲン
除去献立

日 曜

こんだて名

スライス

テンメンジャン みそ、砂糖、しょうゆ、植物油脂

サイダー

短冊卵 鶏卵、砂糖、醸造酢、でん粉、トレハロース、食塩、なたね油

カレールウ
米粉、パーム油、デキストリン、カレー粉、砂糖、食塩、酵母エキス、トマトペースト、馬鈴薯でん粉、ココアパウダー、パンプキンパウダー、

果糖ぶどう糖液糖、砂糖、炭酸、香料、酸味料

魚肉（スケソウタラ）、加工でん粉、馬鈴薯でん粉、砂糖、発酵調味料、食塩、みりん

お　　か　　ず

○

こんだてのざいりょう(食材料)

栄養価

豚肉、食塩、砂糖、香辛料

こどもパン

パエリア

ひやしちゅうか

ハム 豚ロース肉、食塩、砂糖、香辛料抽出物

ワンタン 小麦粉、塩

ベーコン 豚ばら肉、食塩、砂糖、香辛料

フランクフルト

さけ、こめ油、さけエキス、砂糖、食塩、ベニコウジ色素

塩蔵唐辛子、そら豆、食塩、米こうじ、乾燥唐辛子、酒精、ビタミンC

１0回 基準栄養価 650 21～32

さつまあげ 魚肉すり身（すけそうたら、いとよりだい、えそ、ヒメジ、きんときだい他）、馬鈴薯でん粉、なたね油、砂糖、みりん、食塩、ぶどう糖

れいとうりんご りんご、ぶどう糖果糖液糖、ビタミンＣ

○

ゆでとうもろこし とうもろこし、塩

パエリア
米、えび、オリーブ油、とり肉、にんじん、たまねぎ、ピーマン、にんにく、赤ピーマン、
マッシュルーム、カレー粉、ターメリック、白ワイン、塩、こしょう

663 30.1
いかのかりんあげ いか、ねしょうが、しょうゆ、酒、でん粉

サイダーシャーベット
ぶどう糖果糖液糖、砂糖、りんご果汁、果糖、ライム果汁、リキュール、塩、香料、
増粘多糖類、酸味料、着色料、甘味料

ひやしちゅうか
蒸し中華麺（小麦粉、塩、かんすい）、ハム、短冊卵、もやし、にんじん、きゅうり、しょうゆ、
酢、みりん、砂糖、かつお節、ごま油、レモン果汁、米油

13 水 631 25.3
ミネストローネ

ベーコン、たまねぎ、にんじん、セロリ、じゃがいも、にんにく、パセリ、オリーブ油、とりがら、
トマト、トマトケチャップ、三温糖、こしょう、塩

しろみざかなの
レモンふうみあげ

ホキ、でん粉、酒、塩、米油、砂糖、しょうゆ、レモン果汁

27.4
ハンバーグのトマトソースがけ ぶた肉、たまねぎ、パン粉、塩、こしょう、ナツメグ、トマトケチャップ、中濃ソース、三温糖

ジャーマンポテト じゃがいも、フランクフルト、たまねぎ、とうもろこし、パセリ、米油、こしょう、塩

こどもパンスライス 小麦粉、砂糖、ショートニング、イースト、脱脂粉乳、塩、小麦たんぱく、ビタミンC

せんぎりやさいのスープ とり肉、酒、ごぼう、だいこん、にんじん、たまねぎ、パセリ、とりがら、米油、しょうゆ、こしょう、塩

626

ごはん

はし
スプーン
その他

主食
つけるもの
かけるもの

牛
乳

11 月

の
む
ヨ
ー
グ
ル
ト

なつやさいカレー
とり肉、カレー粉、しょうゆ、たまねぎ、じゃがいも、かぼちゃ、なす、トマト、ねしょうが、
にんにく、米油、カレールウ、ガラムマサラ、小麦粉、ウスターソース、中濃ソース、
トマトケチャップ、とりがら

こだますいか すいか
627 21.9

かいそうサラダ 海藻ミックス、キャベツ、きゅうり、とうもろこし、ごま油、しょうゆ、酢、こしょう、塩、砂糖

のむヨーグルト
砂糖・異性化液糖、脱脂粉乳、イソマルトオリゴ糖、全紛乳、イソマルトオリゴ糖、
ポリデキストロース、乳たんぱく質濃縮物、ミルクカルシウム、ホエイパウダー、クリーム、
香料、ピロリン酸鉄

12 火

14 木 〇

≪給食費について≫

①納期 ７月分の納期限は８月３１日（水）です。
口座振替の方は、８月３０日（火）までに入金してください。

②還付
※月の途中で転出した場合は給食費が還付（又は減額）になることが

あります。
※食物アレルギーや宗教上の理由等から、１日の給食のすべてを喫食

されない場合は、献立表の内容を確認後、速やかに学校に給食不要
の連絡をお願いします。
また、同様の理由で、年間を通じて給食を喫食されない場合にも、
学校に給食不要の連絡をお願いします。給食費が減額になります。

※病気や事故その他の理由で長期に給食を食べないことが見込まれる
場合は、学校に給食を止める連絡をお願いします。連絡のあった翌
日から給食が停止になります。
給食停止期間が連続５日以上となった場合、その日数により、給食
費を還付（又は減額）いたします。

※給食費は食材の購入費として使用しています。食材の発注を停止す
ることにより給食費を還付（又は減額）いたしますので、事前の連
絡が必要となる事をご了承ください。

※アレルギー性疾患等により牛乳を飲むことができない場合には、あ
らかじめ学校に牛乳を止める連絡をしてください。連絡を受けた翌
日から牛乳購入金額相当を年度末に還付いたします。

※学校での給食費の取扱いについては校長先生が出納員となりご協力
をいただいております。

©むさしの

フロント

あさか

収入

支出

60.66%

10.51%

35.40%

1,118,375 0.20%

75,405,458 13.76%

4,319,784 0.79%

購入物資の種類 金額 材料代に占める割合

令和３年度学校給食賄材料費に係る決算報告書

調定額  （単位：円） ※「調定額」とは、保護者の皆さまからお預かりする給食費の総額です。
　給食費は、すべて給食の材料費として支出されております。
　なお、この他の光熱水費、人件費、施設運営費等は公費により賄われております。530,243,945

基本物資（米飯・パン・麺・牛乳） 215,582,411 39.34%

一般物資 332,475,079

一般物資内訳

食肉 57,574,649

食用油・調味料・乾物
缶詰・魚介類・冷凍食品

194,056,813

乳製品

野菜・果物

その他

合      計 548,057,490 100.00%


