
令和２年度

エネルギー
（Kcal）

たんぱくしつ
（ｇ）

　　２８日（木）　　鬼まん　　　（愛知県）

１２日（火）　鶏ちゃん　　（岐阜県） 　　　愛知県の郷土菓子です。芋ういろう、鬼まんじゅうとも呼ばれています。

　岐阜県の南飛騨地方や奥美濃地方につたわる郷土料理です。一口大に切った鶏肉 　　　角切りにしたさつまいもを入れて作ることが特徴で、蒸しあがっ

をみそやしょうゆベースのたれに漬けこみ、キャベツなどと炒めて食べる料理です。 　　たまんじゅうの表面がさつまいもによってごつごつと見え、鬼の持

　　つ金棒に似ていることから名前がつきました。

１３日（水）　友禅ごはん　　（岐阜県）

　岐阜県美濃加茂市を中心とした地域で提供されている学校給食メニューです。 　　２９日（金）　　しょうけ飯　　　（岐阜県）

　食材が友禅染めのような彩りのきれいなそぼろごはんです。 　　　岐阜県の飛騨地方の方言で、たきこみご飯のことを言います。お米と一緒に様々

　　な食材を炊き込みます。給食では、野菜や油揚げなどを具にします。　

１９日（火）　　つけナポリタン　　（静岡県）

　静岡県富士宮市のご当地グルメです。トマトソースと麺を分けて盛る「つけ麺」風

のスパゲッティナポリタンです。トマトソースに別のソースやスープを加えたダブル

スープが特徴です。給食では、チキンスープを加えて作ります。

２０日（水）　　静岡おでん風煮　　（静岡県）

　静岡県のおでんは、関東のおでんと一味違います。真っ黒なだしに串に刺さった

おでんだねが入っています。おでんだねには、いりこの粉末や青のりをかけて食べ

ます。静岡名物のイワシのすりみで作った黒はんぺんが入ることも特徴です。

２８日（木）　　台湾ラーメン（愛知県）

　愛知県名古屋市のB級グルメです。名古屋市の「味仙」の店主が、台湾で食べた

タンツーメンを再現しようとして誕生しました。ピリ辛の肉みそと鶏ガラベースの

チキンスープが特徴です。

おもに体をつくるはたらき（赤）
たんぱく質・無機質など

おもに熱や力のもとになるはたらき（黄）
炭水化物・しぼうなど

おもに体の調子を整えるはたらき（緑）
ビタミン・無機質など

・体をつくる　　　　　　　　肉・魚・小魚・豆腐

・筋肉をつくる　　  　　　　 豆類・乳製品・卵

・元気に運動ができる　　　　　　　ごはん・パン・めん

　　　　　　　　　　　　　　　    　いも類・油

・かぜをひきにくい　　　緑黄色野菜

・おなかの調子がよい　　淡色野菜・くだもの

＊今月の地場野菜は、生しいたけ・さつまいも・こまつな・だいこん・ながねぎ・はくさい・ほうれんそう・にんじんです。太字で表示してあります。

ふるさとめぐり　「中部地方」

１月のテーマ　「学校給食の歴史を知ろう」

26.6
しろみさかなとポテトのハニーマスタードソース

たい、でんぷん、こめ油、じゃがいも、白ワイン、しょうゆ、三温糖、塩、こしょう、オリーブ油、
粒マスタード、はちみつ

はくさいのコールスローサラダ ベーコン、はくさい、とうもろこし、にんじん、こめ油、りんご酢、こしょう、塩

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。バランス良く食べて健康な体をつくりましょう。

19 火
つけ

ナポリタン ○

つけナポリタン
スパゲッティ、塩、オリーブ油、鶏肉、ベーコン、たまねぎ、セロリ、チンゲンサイ、にんにく、エリンギ、
ホールトマト、トマトピューレ、赤ワイン、バジル、トマトケチャップ、ウスターソース、塩、こしょう、
チキンブイヨン、こめ油

693

24.218 月 ごはん ○

はるさめスープ 鶏肉、酒、こめ油、たまねぎ、にんじん、チンゲンサイ、春雨、鶏ガラ、しょうゆ、こしょう、塩

656ぶたキムチ 豚肉、酒、しょうが、キャベツ、ながねぎ、にんにく、ごま油、もやし、白菜キムチ、三温糖、しょうゆ、でんぷん

あんにんどうふ 砂糖、白ワイン、レモン果汁、寒天、牛乳、りんご、桃、ラ・フランス、クエン酸、クエン酸ナトリウム、ビタミンC

669

14 木
しゃんはい
やきそば ○

あおなとほたてのスープ

20.1ほうれんそうのサラダ ほうれんそう、キャベツ、きゅうり、とうもろこし、にんにく、しょうゆ、こめ油、りんご酢、三温糖、塩、こしょう

すりおろしりんごゼリー りんご、果糖ぶどう糖液糖、酸味料、ビタミンC、りんご果汁、砂糖、粉寒天

あおなのおひたし こまつな、もやし、しょうゆ、かつお節

★ 15 金 ごはん ○

ふゆやさいのカレー
豚肉、にんにく、しょうが、たまねぎ、セロリ、さといも、れんこん、だいこん、こまつな、豚骨、りんご、
カレールウ、こめ油、ホールトマト、ウスターソース、白ワイン、ココア、カレー粉、塩、ガラムマサラ

かんぱちのてりやき かんぱち、塩、酒、しょうゆ、みりん、三温糖、でんぷん

★ 7 ななくさごはん ○

とんじる 豚肉、豆腐、ごぼう、だいこん、じゃがいも、にんじん、こまつな、ながねぎ、かつお節、みそ、みりん、こめ油

★ 12 火 ごはん ○

けんちんじる 油揚げ、豆腐、こんにゃく、さといも、だいこん、にんじん、ながねぎ、ごま油、しょうゆ、塩、かつお節

木

★ 8 金 たいめし ○

けいちゃん 鶏肉、酒、しょうが、にんにく、しょうゆ、みそ、みりん、たまねぎ、キャベツ、塩、こしょう

１月分　　学校給食予定献立表
朝霞市立朝霞第五小学校

７大

アレルゲン

除去食
日 曜

こんだて名

こんだてのざいりょう(食材料)
えいようか

はし
スプーン
その他

主食
つけるもの
かけるもの

牛乳 お　　か　　ず

28.6まつかぜふうミートローフ 豚肉、しょうが、たまねぎ、にんじん、れんこん、こまつな、米粉パン粉、しょうゆ、三温糖、みりん、酒、ごま

にしめ えび、だいこん、にんじん、れんこん、さやいんげん、こんにゃく、かつお節、酒、しょうゆ、三温糖、みりん、塩

672 26.7
ぶたにくとやさいのおかかいため 豚肉、こめ油、塩、こしょう、さつまいも、ピーマン、たまねぎ、キャベツ、かつお節、しょうゆ、酒、三温糖

ななくさごはん 米、だいこん、かぶ、ちりめんじゃこ、ごま、塩

たいめし 米、たい、塩、しょうゆ

ぞうに
鶏肉、こめ油、梅かまぼこ（魚肉、加工でんぷん、馬鈴薯でんぷん、砂糖、発酵調味料、塩、にんじん、
トマト色素）、煮込みもち（もち米粉、でんぷん、こんにゃく粉）、こまつな、だいこん、にんじん、はくさい、
かつお節、みりん、しょうゆ、塩

665

さばのぶんかぼしやき さば、塩

25.7

21.4
ごぼうのしおきんぴら ごぼう、にんじん、さやいんげん、れんこん、豚肉、塩、ごま油

ゆうぜんごはん 米、にんじん、こまつな、豚肉、酒、三温糖、しょうゆ、みりん、卵

ほたて、こまつな、たまねぎ、しょうが、ごま油、鶏ガラ、しょうゆ、こしょう、塩

694

13 水
ゆうぜん
ごはん ○

かぶのみそしる とうふ、わかめ、ながねぎ、かぶ、みそ、かつお節

693

29.6きりぼしだいこんのナムル 切干大根、にんじん、チンゲンサイ、ごま油、しょうゆ、穀物酢、塩、砂糖

しゃんはいやきそば
中華麺（小麦粉、塩、かんすい）、豚肉、ピーマン、キャベツ、はくさい、もやし、きくらげ、しょうが、にんにく、
ながねぎ、トウバンジャン、こめ油、しょうゆ、オイスターソース、酒、三温糖、チキンブイヨン、穀物酢、ごま油

アメリカンドック フランクフルト、小麦粉、米粉、ベーキングパウダー、砂糖、塩、こめ油、トマトケチャップ

610

１月２４日から３０日は全国学校給食週間です。

１月２４日から３０日は、全国学校給食週間です。日本では、明治２２年

に山形県で始まりました。しかし、第二次世界大戦の影響から、給食を中止

することなってしまいました。終戦後も物資不足などの理由から給食

が再開できずにいまたが、昭和２１年１２月２４日こど

も達の栄養不足を改善するため、外国の援助を受けて給

食が再開されました。この日を「学校給食感謝の日」と

しましたが、近年では、冬休みにはいってしまうため、

１か月後の１月２４日から３０日までを「全国学校給食

週間」とし、給食について考える週間となっています。

2５日の給食は、学校給食開始当時の献立を再現し、麦

ごはん・すいとん・さけの塩焼き・野菜の浅漬けを用意し

ます。



エネルギー
（Kcal）

たんぱくしつ
（ｇ）

献立の材料（食材料）に記載されている食品の内容は以下をご覧ください。

　お正月が明け、１月７日の朝に食べる「七草がゆ」。春の七草と呼ばれるセリ・ナズナ・

スズナ・スズシロ・ゴギョウ・ハコベラ・ホトケノザをいれて作ります。

　七草がゆを食べる習慣は、中国から伝わったと言われいます。七草がゆは、無病息災・

健康長寿を祈って食べられますが、その他にも

食べる理由があります。それは、お正月のごち

そうで、疲れた胃を休ませることです。春の七

草やおかゆには、胃を労わる効果があると言われています。

<給食費について>
・１月分の納期限は１月１2日（火）です。口座振替の方は１月８日（金）までにご入金をお願いいたします。
・市内小学校から中学校へ入学する児童で、小学校の学校給食費を口座振替されている場合は、引き続き同じ口座から引き落としをいたしますのでご了承ください。
・月の途中で転出した場合は給食費が還付（または減額）になる場合があります。
・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いたします。給食費が減額になります。
・病気や事故その他の理由（インフルエンザ等）で長期に給食を食べないことが見込まれる場合、学校に給食停止の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（または減額）いたします。
<学校におけるおさかな消費緊急対策事業>
　新型コロナウイルス感染症拡大の影響による外食需要や輸出の減少に伴い、さかな消費が低迷していることを受け、国の国産農林水産物等販売促進緊急対策事業を活用し、消費拡大のために学校給食へ鹿児島県の
ぶり・カンパチ、愛媛県産の真鯛が提供されることとなりました。この政策を受け、朝霞第五小学校では１１月・１２月にぶり、１月・２月にカンパチ、１・２・３月に真鯛を献立に活用します。
＊今月は、真鯛が１月８日・１９日、カンパチが１月１３日・２９日です。
※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（または減額）いたしますので、事前の連絡が必要となることをご了承ください。
・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停止の連絡をお願いします。連絡を受けた日以降の牛乳代金を学年末に還付いたします。
※学校での給食費の取扱ついては、学校長が出納員となっております。

テンメンジャン みそ、砂糖、植物油脂、しょうゆ

きょうは　なんの日　？

米粉パン粉 米粉、コーンスターチ、ショートニング、砂糖、塩、イーストフード、メトローズ

フランクフルト 豚肉、塩、砂糖、香辛料

焼き豚 豚肉、しょうゆ、砂糖、水あめ、塩、醸造酢、酒かす、しょうが

白菜キムチ 白菜、大根、唐辛子、にんにく、にんじん、ながねぎ、しょうが、塩、砂糖、昆布、酵母エキス

植物油脂、醸造酢、塩、砂糖、粉末状植物性たんぱく、香辛料、酵母エキスパウダー、増粘剤、調味料、香辛料抽出物

粒マスタード

ベーコン 豚肉、塩、砂糖、香辛料

もやしときゅうりのごまずあえ きゅうり、もやし、ごま油、しょうゆ、塩、砂糖、穀物酢

20.5

しょうけめし

カレールウ
米粉、パーム油、デキストリン、カレー粉、砂糖、塩、酵母エキス、トマトペースト、馬鈴薯でんぷん、ココアパウダー、パンプキンパウダー、
たまねぎ、にんにく、粉末米酢

１６回

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。
小学校の栄養価は３・４年生が基準となっております。
丸ごと食べられる魚には魚卵が含まれている場合があります。
ちりめんじゃこなどの小魚には甲殻類が含まれていることがあります。
魚の種類によって、骨があります。

650

豚肉、たまねぎ、にんじん、じゃがいも、さやいんげん、こめ油、三温糖、しょうゆ、塩、みりん、酒

かんぱちのたつたあげ かんぱち、ばれいしょでんぷん、しょうゆ加工品、発酵調味料、しょうが
★ 29

醸造酢、からし、植物油脂、塩、ぶどう発酵調味料、ソテーオニオン、ポークエキスパウダー、香辛料、にんにく、アミノ酸、香辛料抽出物

コチュジャン 米みそ、水あめ、麦芽エキス、米こうじ調味料、唐辛子、砂糖、塩、酵母エキス

オイスターソース 水あめ、かき、しょうゆ、塩、砂糖液糖、アルコール、加工でんぷん

木
たいわん
ラーメン ○

たいわんラーメン
中華麺（小麦粉、かんすい、クチナシ色素）、豚肉、トウバンジャン、テンメンジャン、しょうゆ、キャベツ、
もやし、にんじん、ながねぎ、にんにく、しょうが、たまねぎ、鶏ガラ、ごま油、塩、しょうゆ、
オイスターソース、こしょう、酒

666

みそしる たまねぎ、だいこん、豆腐、わかめ、みそ、かつお節

ノンエッグマヨネーズ

31.5

カレーピラフ 米、豚肉、たまねぎ、にんじん、エリンギ、にんにく、しょうが、チキンブイヨン、こめ油、カレー粉、塩、こしょう

28.227 水 ごはん ○ 602

フルーツゼリー りんご、桃、ラ・フランス、クエン酸、クエン酸ナトリウム、ビタミンC、粉寒天、砂糖

ちゅうかどん
豚肉、えび、いか、にんじん、たまねぎ、はくさい、しいたけ、こめ油、チキンブイヨン、しょうゆ、
オイスターソース、こしょう、でんぷん、塩

ツナとごぼうのサラダ

トウバンジャン 塩蔵唐辛子、そら豆加工品、そら豆、乾燥唐辛子、塩、酒精、ビタミンC

にくじゃが

バンバンジー 鶏肉、もやし、きゅうり、にんじん、ごま、みそ、しょうゆ、砂糖
23.9

おにまん

ごぼう、にんじん、きゅうり、とうもろこし、マヨネーズ、砂糖、穀物酢、塩、こしょう、しょうゆ

とりにくのオリーブやき 鶏肉、にんにく、こしょう、塩、オリーブ油、白ワイン、オレガノ、バジル

いわしはんぺん いわし、たらすりみ、さば、でんぷん、砂糖、塩、みりん

603

米、たけのこ、しいたけ、ごぼう、にんじん、油揚げ、こめ油、かつお節、しょうゆ、塩、三温糖、酒

30.2
キャベツ、だいこん、にんじん、ゆず、三温糖、しょうゆやさいのあさづけ

さけのしおやき 鮭、塩

694

640

金 しょうけめし ○

21～３２

焼きちくわ すりみ（すけそうだら、まだら）、馬鈴薯でんぷん、植物油、植物性たんぱく、塩、みりん、砂糖、ぶどう糖

さつまいも、塩、小麦粉、米粉、ベーキングパウダー、砂糖

28

26 火
カレー
ピラフ ○

ふゆやさいのシチュー
鶏肉、白ワイン、たまねぎ、さといも、ながねぎ、はくさい、にんじん、こめ油、バター、鶏ガラ、牛乳、塩、
こしょう、粉チーズ

25 月 むぎごはん ○

すいとん 鶏肉、小麦粉、でんぷん、塩、にんじん、ごぼう、だいこん、はくさい、かつお節、みりん、しょうゆ

22 金
みぞれ
うどん ○

みぞれうどん
うどん（小麦粉、塩）、雪だるまかまぼこ（スケソウタラ、加工でんぷん、砂糖、発酵調味料、塩、トマト色素）、
油揚げ、だいこん、にんじん、しいたけ、みずな、こめ油、豚肉、しょうが、ながねぎ、しょうゆ、塩、酒、
でんぷん、かつお節、ゆず果汁

679

22.2

30.9

26.4
カレーまん

小麦粉、米粉、ベーキングパウダー、砂糖、塩、カレー粉、豚肉、たまねぎ、カレールウ、赤ワイン、
ウスターソース、こめ油

あおなのしらあえ こまつな、にんじん、糸こんにゃく、砂糖、しょうゆ、豆腐、ごま砂糖、塩

わかめごはん 米、塩蔵わかめ、塩、砂糖、酵母エキス

しずおかおでんふうに
焼きちくわ、いわしはんぺん、鶏肉、だいこん、じゃがいも、こんにゃく、昆布、あおのり、かつお節、酒、
みりん、しょうゆ、塩

鶏肉、でんぷん、米粉、こめ油、コチュジャン、みりん、トマトケチャップ、しょうゆ、三温糖、ごま油、
にんにく、ごま

ヤンニョムチキン

ごぼうのからあげ ごぼう、こめ油、でんぷん、こしょう、塩

★ 21 木
たきこみ
チャーハン ○

はくさいのちゅうかスープ
豚肉、ながねぎ、にんじん、しょうが、酒、でんぷん、塩、こしょう、はくさい、たまねぎ、にんじん、
チキンブイヨン、しょうゆ

699
さつまいものチンジャオロース さつまいも、にんじん、ピーマン、たまねぎ、ごま油、三温糖、オイスターソース、酒、しょうゆ、でんぷん

たきこみチャーハン 米、たけのこ、ながねぎ、しいたけ、焼き豚、酒、しょうが、ごま油、チキンブイヨン、しょうゆ、塩

★ 20 水 わかめごはん ○

みそしる 豆腐、ながねぎ、だいこん、みそ、かつお節

619

７大

アレルゲン

除去食
日 曜

こんだて名

こんだてのざいりょう(食材料)
えいようか

はし
スプーン
その他

主食
つけるもの
かけるもの

牛乳 お　　か　　ず

1月11日は、「鏡開き」です。

この日は、お正月に供えていた鏡もちを木槌

で割って、食べる日です。

ただし、「割る」や「切る」という言葉は、

縁起が良くないので、「開く」という言葉を

使って「鏡開き」と言います。

給食では、 8日（金）に「煮込みもち」を

使った「お雑煮」を用意します。


