
令和２年度

エネルギー
（Kcal）

たんぱくしつ
（ｇ）

ちくわのてんぷら

　２日（火）　　シシリアンライス　　（佐賀県） 　　１１日（木）　　皿うどん　　（長崎県）

　昭和50年頃、佐賀市の商店街の喫茶店で誕生した料理です。一枚のお皿にごはん、 　　　皿うどんは、魚介類や野菜、豚肉、かまぼこ、ちくわなどの具を使ったとろみの　

炒めた肉、サラダ、最後にマヨネーズをかけるのが基本です。不思議な名前は、隣の 　　あるスープに片栗粉でとろみをつけた餡を、揚げた中華麺にのせて食べる料理です。

長崎県の「トルコライス」を真似して、トルコの隣国「シリア」からついたそうです。 　　　長崎ちゃんぽんが人気だった時代に、出前のときにスープがこぼれないよう、と

　　ろみをつけ、皿に盛ったところが、焼うどんに似ていたことから名前が付きました。

　３日（水）　　寒ざらし　　（長崎県）

　寒ざらしは、砂糖とはちみつで作ったシロップに、白玉を浮かべたデザートで、 　　１７日（水）　　さつま汁　　（鹿児島県）

長崎県島原の名物です。白玉は、ゆでた後、湧水にさらすのがご当地流です。 　　　　　　　　　　鹿児島県を代表する郷土料理です。さつまとは、鹿児島県の地鶏

　食べ物を水にさらすことを寒ざらしというため、そのまま名前がつきました。 　　　　　　　　　「さつま鶏」を使うことに由来しているそうです。江戸時代に、薩

　　　　　　　　　摩藩では鶏を戦わせる「闘鶏」が盛んに行われていました。

　５日（金）　　まだか漬け　　（宮崎県） 　　　　　　　　　　そこで、負けてしまった鶏と野菜を煮込んで食べたことが始まり

　宮崎県の郷土料理の漬物です。あまりの美味しさから、出来上がるのが待てずに 　　　　　　　　　といわれています。

「まだかぁ」と声が上がることから名前が付きました。切干大根や大豆、にんじん、

するめ、昆布などが材料になります。 　　１７日（水）　　チキン南蛮　　（宮崎県）

　　　　宮崎県のご当地料理「チキン南蛮」。たっぷりのタルタルソースがおいしい

　９日（火）　　デコポン　（熊本県） 　　　料理ですね。実は、チキン南蛮が誕生した当初は、タルタルソースはかかって

　かわいいおデコが特徴のデコポン。生まれは熊本県不知火地区です。 　　　いませんでした。チキン南蛮は、もともとは「ロンドン」という洋食屋さんの

　本当の名前は、生まれた地区の名前をとって 　　　まかない料理でした。そのお店で修行していたシェフたちが、自分のお店の

「不知火」といいます。寒さに弱いため、比較 　　　メニューとして出していたひとつがタルタルソースがかかったものでした。

的暖かい地域でよく育ちます。皮は厚いのですが、

むきやすく、食べやすいことも特徴です。

　　６年生の卒業をお祝いして、お祝い給食を用意します。

　１１日（木）　　カステラ　　（長崎県） 　　毎年、セレクト給食を行っておりましたが、新型コロナウイルス感染症拡大予防

　ポルトガルから伝わった南蛮菓子が日本で独自に発展した和菓子です。長崎県に 　の観点からセレクト給食ではなく、各クラスからのリクエスト給食という形となり

ある「福砂屋」というお店が作り始めたそうです。 　ました。どのクラスも、食べたい給食がたくさんあったようで、悩みながら献立を

江戸時代には、全国的につくられていたそうで、 　考えている姿は微笑ましかったです。６年間の給食の良い思い出になればと思って

「小麦粉・玉子・砂糖」といった栄養価の高い 　おります。

食材が使われているので、栄養剤の代わりとし

ても食べられていました。 　　　🌸３月１０日（水）６年２組 🌸３月１２日（金）６年４組

　　　🌸３月１６日（火）　６年３組🌸３月１８日（木）６年１組

ご　卒　業　お　め　で　と　う　ご　ざ　い　ま　す

688 28.2

ミートボールとキャベツのトマトに
豚肉、たまねぎ、ながねぎ、酒、でんぷん、塩、こしょう、たまねぎ、キャベツ、ホールトマト、こめ油、チキンブイヨン、
三温糖、トマトケチャップ、しょうゆ

はくさいのコールスローサラダ ハム、はくさい、にんじん、りんご、こめ油、りんご酢、こしょう、塩

デコポン デコポン

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。

5 金 ごはん 〇

はるやさいのポークカレー
豚肉、白ワイン、アスパラガス、たまねぎ、春キャベツ、じゃがいも、にんじん、しょうが、にんにく、こめ油、
カレールウ、しょうゆ、ガラムマサラ、ウスターソース、カレー粉、豚骨

★ 9 火
ガーリック
ライス 〇

★ 8 月 ごはん 〇

米、チキンブイヨン、ベーコン、パセリ、にんにく、オリーブ油、塩ガーリックライス

633 25.2

ナムル こまつな、もやし、ごま油、しょうゆ、穀物酢、塩、砂糖

いちごミルクゼリー 粉寒天、砂糖、いちご、牛乳、生クリーム

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、塩、こしょう、はくさい、たまねぎ、チキンブイヨン、しょうゆ

しろみざかなのあまずあんかけ
まだい、しょうゆ、酒、しょうが、でんぷん、こめ油、にんじん、たけのこ、たまねぎ、はねぎ、じゃがいも、しいたけ、
こめ油、三温糖、しょうゆ、トマトケチャップ

25.2まだかづけ 切干大根、大豆、きゅうり、にんじん、こんぶ、するめ、穀物酢、しょうゆ、三温糖

23.1648

621 25.7
フレンチサラダ アスパラガス、にんじん、キャベツ、ハム、とうもろこし、、こめ油、りんご酢、塩、こしょう、砂糖

671 24.8

うめかまぼこのすましじる

たいめし

わかめうどん
うどん、鶏肉、油揚げ、にんじん、たまねぎ、ながねぎ、わかめ、さくらかまぼこ（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、うらごしにんじん、トマト色素、）、煮干し、かつお節、みりん、塩、
しょうゆ、京花麩（小麦粉、グルテン、パプリカ色素、紅麹色素、クチナシ黄色、クチナシ青、膨張剤、ビタミンE）

ほたて、たけのこ、うめかまぼこ（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、
裏ごしにんじん、トマト色素）、みつば、しょうゆ、塩、たい

米、たい、酒、塩、しょうゆ

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）、小麦粉、塩、こめ油

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

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

661

ペイザンヌスープ フランクフルト、たまねぎ、にんじん、だいこん、にんにく、オリーブ油、鶏ガラ、こしょう、しょうゆ、塩

ぶたにくのあまからいため 豚肉、しょうが、酒、塩、こしょう、たまねぎ、にんじん、こめ油、でんぷん、しょうゆ、三温糖、みりん

ぶたにくとやさいのみそいため
豚肉、塩、こしょう、キャベツ、たまねぎ、にんじん、ながねぎ、しめじ、にんにく、しょうが、ごま油、トウバンジャン、
みそ、酒、三温糖

699

ごはん 〇

★ 1 月 ごはん 〇
とんじる

たいめし 〇

３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

26.3
はくさいのごまあえ ちくわ、にんじん、はくさい、しょうゆ、三温糖、ごま、塩

★ 2 火

さばのたつたあげ さば、酒、しょうが、しょうゆ、でんぷん、こめ油

さんしょくしらたまのかんざらし
三温糖、はちみつ、三色白玉（上新粉、砂糖、でんぷん、酵素、クチナシ色素、紅麹色素）、小豆、
桃、砂糖・ぶどう糖果糖液糖、クエン酸、ビタミンC

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　　「九州地方」

＊今月の地場野菜は、ながねぎです。太字で表示してあります。

4 木 わかめうどん 〇

★ 3 水

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。

🌸６年生の卒業お祝い給食に提供するデザートです。３種類から１種を選びます。（６年生のみ提供）

　春に旬を迎える野菜は、苦みや香りに特徴があるものが多いです。せっかくの苦み ３日（水）　ひなまつり献立

や香りを失わないように調理することを心がけたいです。新鮮なうちに調理をし、ア 　3月3日はひなまつりです。桃の節句ともいい、もとは、中国から伝わった上巳の行事

クを抜き過ぎないようにするなどの工夫をしましょう。 と日本のひいな遊びが合わさったものと言われています。災いなどを払うために、人形

を海や川に流したり、はまぐりの潮汁や菱餅を食べたりします。

　また、古代の中国では、桃は邪気を払う神聖な木ともいわ

れていて、桃の花を浮かべる桃花酒なども飲まれていました。

わかめ
ごはん

魚肉（たら、いとより）、でんぷん、塩、砂糖、発酵調味料、オキアミエキス、トマト色素

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 植物油脂、水飴、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

ちくわ たらすり身、馬鈴薯でんぷん、砂糖、ぶどう糖、みりん、魚介エキス

１５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

25.2

ちゅうかめん 小麦粉、塩、かんすい

みそラーメン
豚肉、キャベツ、もやし、たまねぎ、とうもろこし、鶏ガラ、豚骨、こしょう、ごま油、みそ、塩、にんじん、ながねぎ、
にら、にんにく、しょうが

683にくまん 小麦粉、米粉、ベーキングパウダー、砂糖、塩、豚肉、ながねぎ、しいたけ、しょうゆ、酒、こしょう、ごま油、でんぷん

いかとえびのチリソース
いか、えび、じゃがいも、しょうが、ながねぎ、にんにく、こめ油、しょうゆ、三温糖、酒、トウバンジャン、
トマトケチャップ、でんぷん、

豚肉、酒、ごぼう、だいこん、にんじん、たまねぎ、ながねぎ、チキンブイヨン、こめ油、

じゃがいも、ハム、たまねぎ、とうもろこし、パセリ、こめ油、塩、こしょう

スパゲッティ、こめ油、豚肉、たまねぎ、こめ油、ホールトマト、トマトピューレ、トマトケチャップ、中濃ソース、塩、
こしょう、赤ワイン

699

さつまじる

チキンなんばん

やさいのあさづけ

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、ごま油、しょうゆ、穀物酢、塩

〇

スパニッシュオムレツ 卵、ベーコン、たまねぎ、にんじん、ブロッコリー、塩、こしょう、

ほたて、たけのこ、さくらかまぼこ、みつば、たい、しょうゆ、塩

あんにんどうふ 砂糖、白ワイン、レモン果汁、りんご、桃、ラ・フランス、砂糖、クエン酸、クエン酸三ナトリウム、ビタミンC、粉寒天、牛乳

のむ
ヨーグルト

すましじる

★ 17 水 ごはん 〇

18 木 ちゅうかめん 〇

★ 19 金

28.3
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

30.8

鶏肉、ごぼう、だいこん、にんじん、さつまいも、ほうれんそう、かつお節、みそ、みりん

ノンエッグタルタルソース（食用植物油脂、醸造酢。水飴、砂糖、ピクルス、大豆粉、塩、粉末状植物性たんぱく、
たまねぎ、香辛料、酵母エキス、レモン果汁、赤ピーマン、こんにゃく製粉、増粘多糖類、香辛料抽出物）、鶏肉、
酒、塩、こしょう、でんぷん、こめ油、しょうゆ、穀物酢、砂糖、みりん

キャベツ、だいこん、にんじん、ゆず果汁、三温糖、しょうゆ

687 26.6

25.0

中華麺、こめ油、豚肉、酒、いか、えび、さつま揚げ、にんじん、キャベツ、もやし、ながねぎ、とうもろこし、ほたて、
なると、きくらげ、にんにく、しょうが、こめ油、鶏ガラ、豚骨、でんぷん、塩、こしょう、しょうゆ

698

チーズハンバーグのバーベキューソース
豚肉、たまねぎ、こめ油、塩、こしょう、ナツメグ、牛乳、米粉パン粉、チーズ、にんにく、りんご、トマトピューレ、
ウスターソース、三温糖、しょうゆ

やさいスープ キャベツ、たまねぎ、にんじん、とうもろこし、鶏ガラ、こしょう、塩

684

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

628

はるさめサラダ 鶏肉、きゅうり、春雨、にんじん、ごま油、穀物酢、砂糖、しょうゆ

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

キムチ
チャーハン 〇

こんだて名

ちゅうかふうコーンスープ 鶏肉、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 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、白菜キムチ、しょうが、ごま油、チキンブイヨン、塩、オイスターソース、酒

７大

アレルゲン

除去食
日 曜

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

ミートソース
スパゲッティ 〇

せんぎりやさいのスープ

ジャーマンポテト

ミートソーススパゲッティ

10 水

さらうどん 〇

12 金 チキンピラフ 〇

さらうどん

15 月 ごはん

30.3

カステラ 小麦粉、砂糖、ベーキングパウダー、塩、卵、バター、はちみつ、無糖ヨーグルト

11 木

米粉のいちごケーキ

チョコがけドーナツ

サイダーシャーベット

豆乳、砂糖、加工油脂、米粉、水飴、植物油脂、いちごピューレ、調製豆乳粉末、砂糖・ぶどう糖液糖、いちご果汁、清涼飲料水、粉砂糖、
発酵調味料、加工でんぷん、トレハロース、増粘剤、乳化剤、膨張剤、ゲル化剤、安定剤、凝固剤、紅麹色素、酸味料、香料、メタリン酸Na、
クチナシ色素
植物油脂、砂糖、乳等、ココアパウダー、卵、小麦粉、砂糖、ショートニング、ぶどう糖、小麦でんぷん、全紛乳、コーンシロップ、塩、
加工でんぷん、乳化剤、膨張剤、卵殻カルシウム、ピロリン酸鉄、カゼインカルシウム、香料

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

オイスターソース 水飴、柿醤油、塩、砂糖液糖、アルコール、加工でんぷん

焼き豚 豚肉、しょうゆ、砂糖、水飴、塩、醸造酢、しょうが

フランクフルト 部t内宮塩、砂糖、香辛料

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、ホエーパウダー、全粉乳、食物繊維、ミルクカルシウム、砂糖、
香料、クリーム、ビタミンC、ピロリン酸鉄、ビタミンE、ビタミンB６、ビタミンA

16 火

<給食費について>
・３月分の納期限は３月１０日（水）です。口座振替の方は３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３月３日、８日、１９日です。

まだいのゆずみそがけ まだい、しょうが、しょうゆ、酒、みそ、しょうゆ、みりん、三温糖、ゆず

なのはなのごまあえ 油揚げ、なのはな、もやし、にんじん、こんにゃく、ごま油、ごま、みりん、しょうゆ、三温糖

３月のテーマ　　「春野菜をたべよう」 きょうは　なんの日　？

672 21.0

わかめごはん 米、塩蔵わかめ、塩、砂糖、酵母エキス

おいわいいちごゼリー
いちご、いちご果汁、砂糖、砂糖・ぶどう糖果糖液糖、ぶどう糖、植物油脂、豆乳、水飴、大豆粉、増粘多糖類、酸
味料、紅麹色素、乳化剤、香料、増粘多糖類、ｐH調整剤、ピロリン酸第二鉄

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

トウバンジャン 唐辛子、塩、みそ、酸味料

ベーコン 豚肉、塩、砂糖、香辛料

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

なると

なのはな みつば

せり

ふき


