
令和２年度

エネルギー
（Kcal）

たんぱくしつ
（ｇ）

あつやきたまご 卵、三温糖、塩

いかのかりんあげ いか、しょうが、しょうゆ、酒、でんぷん、こめ油

1日（月）　いもだんごじる 　１０日（水）　石狩鍋

　農業が盛んな北海道。北海道の畑の名物といえば、「じゃがいも」です。昔は、お 　　石狩鍋は、鮭の収穫で有名な石狩川の河口にある石狩町から生まれた漁師飯です。

米の代わりにもされていたそうです。蒸したじゃがいもに片栗粉をあわせ、団子状に 　今では、北海道を代表する興味のひとつとなっています。石狩地方では、江戸時代か

　ら鮭漁が盛んで、大漁を祝うために、漁師たちは、ぶつ切りにした鮭や鮭のアラをみ

　そしるが入ったなべにそのまま入れてごちそうとしていたそうです。昭和２０年代に

１日（月）　さけのちゃんちゃん焼き 　入り、訪れた観光客に鍋をふるまったところとても好評だったため、全国に広まりま

　さけの漁が盛んな北海道の漁師飯です。本場では、さけを丸ごと一匹使い、大きな 　した。

鉄板で作ります。ちゃんちゃん焼きの名前の由来は、ちゃっと手早く作れるからとい

う説と、ちゃん（お父さん）が作るからという説があります。 　１６日（火）　エスカロップ

　　北海道根室市では、知らない人はいない名物料理となっている「エスカロップ」。

４日（木）どさんこラーメン 　名前だけを聞いてもどんな料理かわからないですよね。ピラフの上にポークカツをの

　「どさんこ」とは、北海道産の馬のことです。そのことから、北海道出身の人の 　せてデミグラスソースをかけたもので、平皿に盛られており、お皿の端には生野菜が

ことや北海道の事物に用いられる名称です。どさんこラーメンというと、札幌のみ 　そえられています。ピラフは、たけのこ入りのバターライスが主流です。名前の由来

　は、フランス語で豚肉の薄切りを指す「エスカロープ」からきているそうです。

ン店が「どさん子」という名前だったからだそうです。

５日（金）　スープカレー 　2５日（木）　ガタタンラーメン

　札幌市の新しい名物料理として、有名になっているとろみの少ないさらさらとした 　　北海道芦別市のご当地メニューです。太平洋戦争後、中国料理をヒントに誕生した

カレーです。コトコトと煮込んだ野菜と素揚げして添えた野菜の食感を楽しんでくだ 　料理です。具だくさんで、とろみのある塩味のスープが特徴です。不思議な名前は、

　中国語で「具沢山」を意味する「含多湯」を日本語読みに変えたものです。

694 28.9

4 木
どさんこ
ラーメン

〇

3 水
ガーリック
ライス

〇

ミネストローネ

はくさいのコールスローサラダ

ガーリックライス

どさんこラーメン
中華麺（小麦粉、かんすい、クチナシ色素）、豚肉、はくさい、じゃがいも、もやし、ながねぎ、にんじん、にら、
とうもろこし、しょうが、にんにく、バター、みそ、ごま油、かつお節、鶏ガラ、豚骨

豚肉、しょうが、塩、三温糖、しょうゆ、酒、ごま油、たまねぎ、しいたけ、でんぷん、もち米、しょうゆ、穀物酢にくだんごのもちごめむし

２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

672

あおのりビーンズ 大豆、でんぷん、こめ油、青のり、こしょう、塩

27.4さけのちゃんちゃんやき 鮭、塩、こしょう、酒、みそ、しょうゆ、みりん、三温糖、しょうが、ピーマン、たまねぎ、しめじ、キャベツ、バター、塩

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

2 火 ごもくずし 〇

いわしのつみれじる
つみれ（いわし、発酵調味料、でんぷん、砂糖、塩、しょうが、トレハロース）、ごぼう、にんじん、じゃがいも、
ながねぎ、しょうが、かつお節、みそ、酒

696 31.6

てまきのり のり

1 月 ごはん 〇

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、ぶどう果汁、みかん果汁、
炭酸飲料（果糖ぶどう糖液糖、砂糖、香料、酸味料）

フルーツポンチ

大豆、たまねぎ、にんじん、セロリ、だいこん、にんにく、オリーブ油、鶏ガラ、ホールトマト、トマトケチャップ、
三温糖、こしょう、塩

ハム、はくさい、とうもろこし、にんじん、りんご、こめ油、りんご酢、こしょう、塩

米、チキンブイヨン、ベーコン、とうもろこし、パセリ、にんにく、オリーブ油、塩

さといものグラタン 鶏肉、白ワイン、たまねぎ、マッシュルーム、さといも、ながねぎ、こめ油、バター、牛乳、塩、こしょう、チーズ、米粉

いもだんごじる
じゃがいも、でんぷん、鶏肉、酒、にんじん、さといも、だいこん、はくさい、ながねぎ、こまつな、しょうゆ、塩、
しいたけ、かつお節、こんぶ

米、昆布、鶏肉、にんじん、かんぴょう、たけのこ、しいたけ、こめ油、しょうゆ、塩、三温糖、酒、米酢、砂糖、みりんごもくずし

680 24.6

30.4699

621 27.0
きりぼしだいこんのにつけ さつま揚げ、切干大根、さやいんげん、しいたけ、三温糖、しょうゆ

たいめし 米、鯛、酒、塩、しょうゆ

こんさいのからあげ かぼちゃ、じゃがいも、れんこん、ごぼう、こめ油、こしょう、塩

かきたまじる 卵、こまつな、えのきたけ、かまぼこ、しょうゆ、塩、鯛、でんぷん

やきウインナー 豚肉、塩、砂糖、香辛料

鶏肉、ながねぎ、酒、塩、三温糖、こしょう、レモン果汁、ごま油とりにくのねぎしおやき

★ 5 金 ごはん 〇

スープカレー
鶏肉、白ワイン、にんにく、塩、こしょう、こめ油、にんじん、さやいんげん、しめじ、たまねぎ、セロリ、りんご、
しょうが、にんにく、こめ油、ホールトマト、カレー粉、しょうゆ、赤ワイン、チリパウダー、ガラムマサラ、
鶏ガラ、煮干し、こんぶ

9 火
やき

カレーパン
〇

8 月 たいめし 〇

27.3

やさいのおかかいため 豚肉、塩、こしょう、かぼちゃ、ピーマン、たまねぎ、キャベツ、かつお節、しょうゆ、酒、三温糖

やきカレーパン
丸パン（小麦粉、砂糖、塩、マーガリン<乳製品を含みません>、イースト、イーストフード、ショートニング）、豚肉、
たまねぎ、カレー粉、小麦粉、トマトケチャップ、白ワイン、ウスターソース、粉チーズ、こめ油、パン粉

692 22.0

いしかりなべ
鮭ボール(鮭、たらすり身、たまねぎ、植物油脂、塩、酒、砂糖、酵母エキス、加工でんぷん)、とうふ、
キャベツ、にんじん、たまねぎ、しめじ、ながねぎ、こんぶ、かつお節、みそ、酒、みりん、しょうゆ、塩

ポトフ 鶏肉、かぶ、大根、たまねぎ、にんじん、じゃがいも、はくさい、こめ油、鶏ガラ、ローリエ、こしょう、塩

しろみざかなのオーロラソース 真鯛、しょうゆ、酒、しょうが、でんぷん、じゃがいも、こめ油、みそ、三温糖、トマトケチャップ

ブルーベリータルト

砂糖、米粉、豆乳、ショートニング、水あめ、ブルーベリー果汁、コーンフラワー、植物油脂、水溶性食物繊維、
でんぷん、調整豆乳粉末、海藻カルシウム、発酵調味料、こんにゃく加工品、加工でんぷん、増粘多糖類、膨張
剤、
酸味料、香料、凝固剤、ピロリン酸第二鉄、増粘剤、乳化剤

655かんぱち、しょうゆ、発酵調味料、砂糖、酒かんぱちのてりやき★ 10 水 ごはん 〇

こめこのクラムチャウダー ベーコン、あさり、にんじん、たまねぎ、さといも、ブロッコリー、こめ油、牛乳、塩、こしょう、米粉、粉チーズ、バター

620 25.2
はくさいのサラダ ハム、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

ココアあげパン ツイストパン（小麦粉、砂糖、塩、マーガリン<乳製品は含みません>、）、ココア、砂糖、こめ油

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。

12 金
ココア
あげパン 〇

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

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・玉子

・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

ふるさとめぐり　　「北海道」

＊今月の地場野菜は、生しいたけ・だいこん・はくさいです。太字で表示してあります。

した「いももち」は、焼いたり、揚げたりと色々な方法で調理されます。

そラーメンを指すことが多いようです。それは、札幌みそラーメンを広めたチェー

さい。

家庭数



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。

2日（火）　　節分献立 　　食べ物には、体を温めるもの・冷やすものがあります。体を温めてくれる食品は、

　豆まきなどの行事でおなじみの節分。節分がいつかと聞かれれば、2月 　にんじんやごぼうなど土の中で成長する「根菜」と呼ばれる野菜です。多くの根菜は

３日と答える人が多いと思います。しかし、実は節分は固定されていませ 　冬に旬を迎えます。根菜類は水分が少なく、ビタミンＣやミネラルを多く含むため、

ん。節分は、季節を分けるという意味で、立春や立夏、立秋、立冬の前日 　体を温める働きがあります。また、土の中で成長するため、硬いものが多くスープな

のことを指します。そのため、立春の日が変わると節分の日も変わります。 　どの煮込み料理に適していることも体を料理で温めることにつながっています。

15 月 ごはん 〇

７大

アレルゲン

除去食
日 曜

こんだて名

はるさめスープ

マーボーだいこん

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

655 28.7
フレンチサラダ ハム、とうもろこし、にんじん、キャベツ、こめ油、りんご酢、砂糖、こしょう、塩

たけのこいりバターライス 米、バター、塩、白ワイン、パセリ、たけのこ、しょうゆ、こしょう

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

豚肉、だいこん、ながねぎ、にんにく、しょうが、はねぎ、しいたけ、みそ、しょうゆ、三温糖、トウバンジャン、テンメ
ンジャン、酒、でんぷん、こめ油 657 25.2

16 火
たけのこいり
バターライス

〇
ひれカツのデミグラスソース

豚肉、塩、こしょう、小麦粉、パン粉、こめ油、たまねぎ、にんじん、にんにく、しょうが、トマトケチャップ、
中濃ソース、デミグラスソース、しょうゆ、砂糖、塩、赤ワイン、チキンブイヨン

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あんにんどうふ

やさいスープ 豚肉、たまねぎ、にんじん、だいこん、キャベツ、鶏ガラ、こめ油、塩、こしょう

30.2
もやしのナムル もやし、にんじん、ごま油、しょうゆ、穀物酢、塩、砂糖

キムチチャーハン 米、焼き豚、ながねぎ、はくさいキムチ、しょうが、ごま油、チキンブイヨン、塩、オイスターソース、酒

17 水
キムチ

チャーハン 〇

18 木
やさいたっぷり
カレーうどん 〇

ちゅうかふうたまごスープ たまねぎ、卵、とうもろこし、ながねぎ、鶏ガラ、酒、こしょう、しょうゆ、塩、でんぷん、ごま油

699

やさいたっぷりカレーうどん
うどん（小麦粉、塩）、豚肉、酒、油あげ、たまねぎ、ごぼう、ながねぎ、わかめ、しいたけ、だいこん、かつお節、
めんつゆ、塩、カレー粉、カレールウ、三温糖

688

ユーリンチー 鶏肉、酒、塩、こしょう、でんぷん、こめ油、ながねぎ、しょうゆ、穀物酢、砂糖、みりん

27.2

あおなのしらあえ こまつな、にんじん、砂糖、しょうゆ、とうふ、ごま、塩

26.6
やさいのあさづけ キャベツ、はくさい、だいこん、にんじん、レモン果汁、三温糖、しょうゆ

みそけんちんじる 油あげ、とうふ、こんにゃく、だいこん、にんじん、ごぼう、ながねぎ、さといも、ごま油、みそ、かつお節

659ぶたどんのぐ 豚肉、たまねぎ、グリンピース、しょうゆ、みりん、三温糖、酒、でんぷん、こめ油

にくまん 小麦粉、米粉、バーキングパウダー、砂糖、塩、豚肉、ながねぎ、しいたけ、酒、しょうゆ、こしょう、ごま油、でんぷん

おでんふうに
じゃこ天ボール、ちくわ、お魚豆乳団子、鶏肉、だいこん、じゃがいも、こんにゃく、こんぶ、かつお節、酒、
みりん、しょうゆ、塩

649 22.2
なのはなのごまあえ 油あげ、なばな、もやし、にんじん、ごま油、ごま、みりん、しょうゆ、三温糖

わかめごはん 米、塩蔵わかめ、塩、砂糖、酵母エキス

★ 19 金 ごはん 〇

★ 22 月
わかめ
ごはん 〇 さといものからあげ さといも、でんぷん、こめ油、塩、こしょう

29.1チーズタッカルビ
チーズ、鶏肉、しょうが、にんにく、しょうゆ、酒、三温糖、しょうが、にんにく、キャベツ、たまねぎ、ながねぎ、
にら、トック（米粉、塩、酒精、ｐH調整剤、乳化剤）、はくさいキムチ、こめ油、コチュジャン、トウバンジャン、
こしょう、でんぷん

24 水 ごはん 〇

みかん みかん

25 木
ガタタン
ラーメン

〇

わかめスープ 鶏肉、わかめ、もやし、ながねぎ、にんじん、ごま油、鶏ガラ、しょうゆ、こしょう、塩

672

ガタタンラーメン
中華麺、豚肉、酒、しょうゆ、卵、ほたて、いか、えび、にんじん、たまねぎ、はくさい、ほうれんそう、ながねぎ、
ちくわ、きくらげ、しょうが、にんにく、こめ油、みりん、塩、こしょう、ごま油、でんぷん、鶏ガラ、豚骨

635ぎょうざの皮（小麦粉、塩）、豚肉、キャベツ、塩、たまねぎ、しょうが、にんにく、三温糖、こしょう、しょうゆ、酒、
ごま油、小麦粉、こめ油

ジャンボあげぎょうざ 26.7

ナムル ぜんまい、砂糖、しょうゆ、みりん、こまつな、もやし、ごま油、穀物酢、塩

22.0
ポテトサラダ じゃがいも、きゅうり、にんじん、りんご酢、ノンエッグマヨネーズ、こしょう、塩

チキンピラフ 米、鶏肉、たまねぎ、とうもろこし、チキンブイヨン、こめ油、パセリ、塩、こしょう

しろみざかなのバジルソースがけ かんぱち、白ワイン、塩、こしょう、バジルペースト（バジル、なたね油、塩）、オリーブ油

１８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 ２１～３２

★ 26 金
チキン
ピラフ

〇

せんぎりやさいのスープ 豚肉、酒、ごぼう、だいこん、にんじん、たまねぎ、鶏ガラ、こめ油、しょうゆ、塩、こしょう

627

お魚豆乳だんご たら、植物油脂、調整豆乳、粉末状大豆たんぱく、乾燥マッシュポテト、馬鈴薯でんぷん、砂糖、塩、魚介エキス、加工でんぷん、グルコノラクトン、乳化剤

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

豚肉、塩、砂糖、香辛料

かまぼこ スケソウタラ、加工でんぷん、馬鈴薯でんぷん、砂糖、発酵調味料、塩、みりん

デミグラスソース
小麦粉、植物油脂、トマトペースト、砂糖、ソテーたまねぎ、しょうゆ、チキンエキス、ポークエキス、塩、にんじんエキス、ワイン調整品、
酵母エキス、おろしにんにく、香辛料、カラメル色素、増粘剤

ハム 豚肉、塩、砂糖、香辛料

さつまあげ 魚肉すりみ、馬鈴薯でんぷん、なたね油、砂糖、みりん、塩、ぶどう糖

じゃこ天ボール 魚肉、あじ、たちうお、ホタルジャコ、すけそうたらすり身、でんぷん、なたね油、塩、酵母エキス

ちくわ スケトウダラ、イトヨリ、馬鈴薯でんぷん、塩、なたね油、砂糖、ぶどう糖、加工でんぷん

焼き豚 豚肉、しょうゆ、砂糖、水あめ、塩、穀物酢、しょうが

ベーコン

めんつゆ しょうゆ、果糖ぶどう糖液糖、発酵調味料、砂糖、かつお節、醸造酢、ムロアジ節、塩、こんぶ、酵母エキス、調味料

<給食費について>
・２月分の納期限は２月１０日（水）です。口座振替の方は２月９日（火）までにご入金をお願いいたします。
・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。
※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。
<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２月８日・９日、カンパチが２月１０日・２６日です。

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

テンメンジャン みそ、砂糖、しょうゆ、植物油脂

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

ノンエッグマヨネーズ 食用植物油脂、水あめ、砂糖、醸造酢、塩、加工でんぷん、増粘多糖類、粉末状大豆たんぱく、香辛料、酵母エキス（アミノ酸等）、カラメル色素

きょうは　なんの日　？ 今月のテーマ　「根菜類を食べよう」

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、
玉ねぎ、にんにく、粉末米酢

トウバンジャン 唐辛子、塩、みそ、酸味料


