
令和３年度

エネルギー
（Kcal）

たんぱくしつ
（ｇ）

あじフライ

　３日（木）　　寒ざらし　　（長崎県） 　６年生の卒業をお祝いして、お祝い給食を用意します。

　　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、 　主食のドリアは、クラスで選択します。主菜は、当日、自分たちで選びます。

　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。 　汁物、副菜は当日の献立となります。デザートはフルーツケーキとなります。

　　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。

　主食

　９日（水）　　さつま汁　　（鹿児島県）

　　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 　ウインナー、たまねぎ、にんじん、ピーマン、チキンブイヨン、こめ油、

　「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 　トマトケチャップ、塩、こしょう、ベシャメルソース、チーズ

　摩藩では鶏を戦わせる「闘鶏」が盛んに行われていました。

　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 　ウインナー、たまねぎ、にんじん、ピーマン、チキンブイヨン、こめ油、

　といわれています。 　カレー粉、塩、こしょう、ベシャメルソース、チーズ

　１１日（金）　　デコポン　（熊本県） 　主菜

　　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。

　本当の名前は、生まれた地区の名前をとって 　えび、パン粉、小麦粉、塩、こしょう、ノンエッグタルタルソース

　「不知火」といいます。寒さに弱いため、比較

　的暖かい地域でよく育ちます。皮は厚いのですが、 　豚肉、れんこん、鶏肉、たまねぎ、粒状大豆たんぱく、ごぼう、にんじん、砂糖、

　むきやすく、食べやすいことも特徴です。 　塩、こしょう、パン粉、馬鈴薯でんぷん、小麦粉、とうもろこしでんぷん、

　大豆たんぱく、なたね油脂、塩

　１６日（水）　　だご汁　（大分県・熊本県） 　デザート

　　大分県や熊本県の郷土料理として知られ、大分県では「だんご汁」、熊本

　県では「だんご」のことを「だご」と呼ぶことから「だご汁」の名で親しま 　小麦粉、生クリーム、卵、砂糖、、ブルーベリー、ラズベリー、

　れています。小麦粉を練ってちぎった平らな団子のような麺のような具が名 　黄桃缶（黄桃、白桃、砂糖・ぶどう糖果糖液糖、クエン酸、ビタミンC）

　前の由来です。お米を節約するために、誕生した料理です。熊本県内では、 　ホイップクリーム

　地域によって味が異なります。阿蘇地方は、みそ味をベースに豚肉、ごぼう

　にんじん、だいこん、里芋などの根菜類などの山の具が豊富に入っており、 　実施日

　有明海沿岸は、貝類や鶏肉を入れたすまし汁となっています。給食では、熊 　🌸1日（火）　6年1組 　🌸１０日（木）　6年3組

　本県の二つの地域の味をミックスしただご汁を提供します。 　🌸8日（火）　6年2組 　🌸１５日（火）　6年4組

4 金 ごはん ○

★ 3 木
さけとなばなの
ちらしずし ○

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

23.8

ツイストパン 小麦粉、砂糖、ショートニング、イースト、脱脂粉乳、塩、小麦尾たんぱく、ビタミンＣ

2 水

しろみざかなのハニーマスタードソース ほき、でんぷん、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

ごはん ○

1 火 ツイストパン ○

ペイザンヌスープ ウインナー、たまねぎ、にんじん、だいこん、にんにく、オリーブ油、こしょう、しょうゆ、塩

647

サンラータン 鶏ガラ、鶏肉、塩、酒、でんぷん、しいたけ、たけのこ、豆腐、しょうゆ、きくらげ、卵、こまつな、穀物酢、こしょう

ごぼうののりしおあげ ごぼう、でんぷん、こめ油、あおのり、塩

とりにくのゆずこしょうやき 鶏肉、ゆずこしょう、塩、しょうゆ、酒

654

キャベツとツナのサラダ ツナ、にんじん、キャベツ、きゅうり、こめ油、りんご酢、こしょう、塩

さんしょくしらたまのかんざらし
三温糖、はちみつ、しらたまだんご（上新粉、砂糖、でんぷん、酵素、クチナシ、モナスカス）、小豆、
桃缶（黄桃、白桃、砂糖・ぶどう糖果糖液糖、クエン酸、ビタミンC）

29.3613

642 27.1
ホイコーロー

豚肉、酒、にんにく、しょうが、たまねぎ、キャベツ、にんじん、たけのこ、ピーマン、こめ油、トウバンジャン、
みそ、しょうゆ、三温糖、塩、でんぷん

645 27.8

ほたてのうしおじる

さけとなばなのちらしずし

こんさいじる 鶏肉、豆腐、じゃがいも、にんじん、だいこん、ながねぎ、こまつな、しょうが、かつお節、みそ

ほたて、酒、ちらしかまぼこ（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、豆腐、こんぶ、かつお節、しょうゆ、塩

鮭フレーク（鮭、こめ油、鮭エキス、砂糖、塩、ベニコウジ色素）、油揚げ、にんじん、れんこん、しいたけ、
かんぴょう、かつお節、しょうゆ、なばな、穀物酢、、砂糖、みりん

あじ、小麦粉、パン粉、こめ油、中濃ソース

もやしとあおなのごまずあえ もやし、しょうゆ、こまつな、ごま、穀物酢、ごま油、砂糖

653 20.4

まるパン 小麦粉、砂糖、塩、乳不使用マーガリン、イースト、イーストフード、ショートニング

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

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、こしょう、塩

しろみざかなのカリカリあげ
ほきのカリカリフライ（じゃがいも、玄米粉、でんぷん、米粉、甜菜糖、こめ油、生イースト、塩、還元水あめ、
魚醤、植物油脂、塩、酵母エキス、香辛料、ほき、なたね油、パーム油）、こめ油

29.9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、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)、白菜キムチ、こめ油、コチュジャン、トウバンジャン、こしょう7 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、しょうゆ、こしょう、塩

8 火 まるパン ○
コールスローサラダ キャベツ、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。

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、にんじんです。太字で表示してあります。

ご　卒　業　お　め　で　と　う　ご　ざ　い　ま　す

　ケチャップライスドリア

　カレーピラフドリア

　フルーツクラフティ

　エビフライ

　根菜メンチカツ

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。

唐辛子、柚子皮、食塩

🌸６年生の卒業お祝い給食に提供する食品の内容は以下をご覧ください。（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（木）　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。

ぶたにくのゆずみそがけ 豚肉、しょうが、しょうゆ、酒、でんぷん、こめ油、みそ、みりん、三温糖、ゆず

はるやさいのたきあわせ 鶏肉、高野豆腐、にんじん、しょうゆ、三温糖、たけのこ、ふき、さやえんどう、かつお節、塩

３月のテーマ　　「春野菜をたべよう」 きょうは　なんの日　？

656 28.4

わかめごはん 米、わかめごはんの素（塩蔵わかめ、塩、砂糖、酵母エキス）

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

ハム 豚肉、塩、砂糖、香辛料

さつまあげ

○

なのはなのすましじる

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、水あめ、砂糖、醸造酢、塩、増粘剤、粉末状大豆たんぱく、香辛料、酵母エキス

１４回

コッペパン

26.2

デコポン デコポン

11 金

16 水

鶏肉、しょうが、にんにく、こめ油、たまねぎ、ホールトマト、トマト、チリパウダー、ウスターソース、チーズ、
小麦粉、バター、カレー粉、チリパウダー、塩、鶏ガラ、ガラムマサラ、カレールウ

699

マーボーだいこん
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

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

635

はるやさいのポトフ 鶏肉、かぶ、春キャベツ、たまねぎ、にんじん、じゃがいも、アスパラガス、こめ油、鶏ガラ、ローリエ、こしょう、塩

25.1

あんにんどうふ
砂糖、白ワイン、レモン果汁、ミックスドフルーツ（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

24.4

10 木

ごはん ○

14 月 ごはん ○

フラワー
ロール ○

9 水
たかな
ごはん ○

米、みりん、こめ油、刻み高菜（ちりめん高菜、しょうゆ、果糖ぶどう糖液糖、塩、穀物酢、アミノ酸等、酸味料）、
卵、塩

たかなごはん

さつまじる 鶏肉、だいこん、にんじん、さとうもいも、ほうれんそう、かつお節、みそ、みりん

とりにくのしおからあげ 鶏肉、酒、こしょう、塩、でんぷん、こめ油

うらがみそぼろ 豚肉、さつま揚げ、ごぼう、にんじん、こんにゃく、もやし、こめ油、しょうゆ、三温糖、みりん、塩、でんぷん

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

こんだて名
７大

アレルゲン

除去食
日 曜

はるやさいとこめこマカロニのスープ 鶏肉、にんじん、春キャベツ、アスパラガス、かぶ、たまねぎ、米粉マカロニ（米粉）、鶏ガラ、こめ油、塩、こしょう

ツナとにんじんのサラダ にんじん、きゅうり、ツナ、たまねぎ、こめ油、りんご酢、白ワイン、砂糖、こしょう、塩

フラワーロール 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

ふくじんづけ だいこん、れんこん、にんじん、しょうが、穀物酢、、三温糖、みりん、塩、しょうゆ

チキンカレー

ポテトとおこめのささみカツ
ポテトとお米のささみカツ（鶏肉、ポテトフレーク、米パン粉、塩、香辛料、でんぷん、食物繊維、酵母エキス、
砂糖、植物、油、塩、粉末状大豆たんぱく、香辛料、加工でんぷん、増粘剤）、こめ油、中濃ソース

こんだてのざいりょう(食材料)
えいようか

630 25.2

684 28.2

わかめ
ごはん

小麦粉、塩、かんすい

670 26.5

27.4

だごじる

やさいのおかかいため

○

いわしのカリカリあげ
いわしのカリカリフライ（マイワシ【魚卵を含む】、還元水あめ、たんぱく加水分解物、砂糖、しょうが、塩、
発酵調味料、じゃがいも、でんぷん、玄米粉、米粉、甜菜糖、こめ油、生イースト、塩、植物油脂、酵母エキス、
香辛料、なたね油、パーム油）、こめ油

豚肉、もやし、キャベツ、たまねぎ、かつお節、ごま油、塩、しょうゆ、こしょう

639

とんこつラーメン

はるまき

ちゅうかめん

ごぼうのサラダ ごぼう、にんじん、きゅうり、とうもろこし、ささみ、ノンエッグマヨネーズ、砂糖、穀物酢、塩、こしょう、しょうゆ

とうふのサラダ ハム、豆腐、とうもろこし、きゅうり、にんじん、しょうゆ、ごま、ごま油、砂糖、穀物酢、塩

653

コッペパン 小麦粉、マーガリ、砂糖、脱脂粉乳、イースト、塩、小麦たんぱく、ビタミンＣ

豚肉、こめ油、たけのこ、春雨、しいたけ、でんぷん、酒、オイスターソース、塩、しょうゆ、
春巻の皮（小麦粉、塩）、小麦粉

豚肉、しょうゆ、酒、もやし、キャベツ、ながねぎ、きくらげ、にんにく、しょうが、こめ油、豚骨、こんぶ、
かつお節、塩、こしょう、しょうゆ

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

とうふ、ちらしかまぼこ（魚肉、にんじん、タピオカでんぷん、馬鈴薯でんぷん、砂糖、発酵調味料、塩）、
えのきたけ、にんじん、なのはな、かつお節、こんぶ、しょうゆ、塩、でんぷん

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

ごはん ○

15 火
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

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、塩

17 木 ちゅうかめん ○

★ 19 金

<給食費について>
・３月分の納期限は３月３１日（木）です。口座振替の方は３月３０日（水）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。

ウインナー 豚肉、塩、砂糖、香辛料

テンメンジャン みそ、砂糖、しょうゆ、植物油脂

粒マスタード 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

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

ノンエッグタルタルソース
植物油脂、醸造酢、水あめ、砂糖、ピクルス、大豆粉、塩、粉末状植物性たん白、乾燥たまねぎ、香辛料、酵母エキス、オニオンエキス、レモン果汁、
こんにゃく精粉、増粘多糖類、香辛料抽出物

食用精製加工油脂、水飴、砂糖、全粉乳、脱脂粉乳、塩、乳化剤製剤、香料、着色料

牛乳、小麦粉、バター、クリーム、塩、香辛料

ホイップクリーム

ベシャメルソース

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

ゆずこしょう

なのはな みつば

せり
ふき


