
令和４年度

エネルギー
（Kcal）

たんぱくしつ
（ｇ）

＊今月の地場野菜は、生しいたけです。太字で表示してあります。

　【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。

　　　春に旬を迎える野菜の特徴は、強い香りや独特の苦みです。

　　　香りの強いものや苦いものが苦手な人には、さけられがちな野菜が多いです。春

　　野菜には、体の中の老廃物を体の外に出す働きがあります。しっかりと食べて、元

　　気な体で新学期を過ごしたいですね。

　　　・菜の花　　・アスパラガス　　・新玉ねぎ　　・さやえんどう

　　　・ふき　　・新じゃがいも　　・たけのこ　　・セロリ

児童数

４月分　　学校給食予定献立表

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。

★

中国地方骨を丈夫にしよう

とりにくのおいだれがけ 鶏肉、酒、塩、しょうが、にんにく、こめ油、しょうゆ、トウバンジャン、三温糖、酒、りんご

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

・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

20 水

14 木

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

郷土食

春野菜を食べよう 関東地方

<献立のテーマ>
　毎月の学校給食から、季節を感じたり、食文化や自分の健康を考えるきっか
けとなるように計画しています。

19

はるやさいのシチュー

北海道

九州地方

デニッシュ
ペストリー ○

<給食費について>
・４月分の納期限は５月３１日（火）です。口座振替の方は５月３０日（月）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。
<給食食材放射能物質検査に関するお知らせ>
　朝霞市教育委員会では、平成24年４月から学校給食で使用する食材の放射能物質検査を実施してまいりましたが、検査開始時から１０年間にわたり「検出なし」の結果が続いたことから、令和４年３月をもちまし
て検査を終了いたしました。

月

４月

５月

６月

ご進級おめでとうございます

７月

秋の味覚を楽しもう

埼玉県でできる食材を知ろう

冬野菜を食べよう

春野菜を食べよう

学校給食の歴史を知ろう

四国地方

近畿地方

沖縄県

初夏を味わおう

よくかんで食べよう

夏野菜を食べよう

おもに体をつくるはたらき（赤）
たんぱく質・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

主食
つけるもの
かけるもの

火
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

牛乳

あじのさんがだんご（あじ、たまねぎ、パン粉、でんぷん、砂糖、発酵調味料、みそ、しょうゆ、しょうが、塩、
大葉、トレハロース）、じゃがいも、にんじん、だいこん、ごぼう、ながねぎ、しょうが、みそ、酒、かつお節

644 30.5

あつあげのカレーいため
厚揚げ、かつお節、しょうゆ、三温糖、豚肉、酒、にんにく、たまねぎ、にんじん、こめ油、カレー粉、
トマトケチャップ、塩、しょうゆ

ごはん ○

あじのさんがだんごじる

694 27.1
しろみざかなのハニーマスタードソース ほき、でんぷん、こめ油、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

デニッシュペストリー 小麦粉、ホエイパウダー、砂糖、塩、ショートニング、折込油脂、イースト、ビタミンC、米麹

ごはん ○

はるさめスープ

朝霞市立朝霞第五小学校

660 26.7

スパゲッティナポリタン
スパゲッティ、ウインナー、たまねぎ、ピーマン、こめ油、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、

鶏肉、さやえんどう、かぶ、にんじん、たまねぎ、じゃがいも、マッシュルーム、チキンブイヨン、こめ油、
小麦粉、牛乳、生クリーム、こしょう、塩、ローリエ

日 曜

こんだて名

こんだてのざいりょう(食材料)

13 水

スパゲッティ
ナポリタン ○

せんぎりやさいのスープ

ごはん ○ ぶたにくのみそだれがけ

はるやさいのたきあわせ
鶏肉、高野豆腐、にんじん、ごぼう、たけのこ、さやえんどう、しいたけ、かつお節、こんぶ、しょうゆ、
三温糖、みりん、塩

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

はし
スプーン
その他

609 27.6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、たまねぎ、はくさいキムチ、三温糖、しょうゆ、
でんぷん

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

えいようか

653 30.1

お　　か　　ず

600ホイコウロウ
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、しいたけ、こめ油、
トウバンジャン、みそ、しょうゆ、三温糖、塩、でんぷん

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）、寒天、牛乳

ほうれんそうとチーズのケークサレ 小麦粉、米粉、ベーキングパウダー、砂糖、塩、ほうれん草、ベーコン、バター、チーズ、オリーブ油、牛乳

21.9

チキンサラダ 鶏肉、にんじん、キャベツ、とうもろこし、こめ油、穀物酢、砂糖、しょうゆ、こしょう、塩

７大

アレルゲ

ン

除去食

　今年度も安全でおいしく、栄養バランスのよい献立作りをこころがけます。
　また、毎月のテーマをもたせ、幅広い内容で楽しく充実した学校給食を目指
していきますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。

献立テーマ

★

すましじる

豚肉、酒、だいこん、にんじん、たまねぎ、パセリ、鶏ガラ、こめ油、しょうゆ、こしょう、塩

18 月

根菜類を食べよう

ごはん ○

わかめスープ

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

鶏肉、豆腐、だいこん、ちらしかまぼこ（スケソウタラ、にんじん、加工でんぷん、馬鈴薯でんぷん、砂糖、
発酵調味料、塩）、こんぶ、かつお節、しょうゆ、塩

鶏肉、わかめ、豆腐、ながねぎ、にんじん、ごま油、鶏ガラ、しょうゆ、こしょう、塩

15 金

８・９月

１０月
４月のテーマ　　「春野菜をたべよう」

１１月

１２月

１月

２月

３月

東北地方

埼玉県

北陸地方

中部地方

　【★印の説明】
　★：７大アレルゲン除去献立　　【飲用牛乳・飲むヨーグルト等は除きます。】
　　・除去の対象となるアレルゲンは、消費者庁によって表示が義務づけられている
　　　卵・乳・小麦・えび・かに・そば・落花生の７品目です。

　　・魚卵とオキアミは表示の対象外となります。また、その他のアレルゲン食品も
　　　表示の対象外となります。ご了承ください。

　　・毎月の献立表の使用食材料をよくご確認いただきますようお願いいたします。

　　※「学校給食における食物アレルギー対応指針（文部科学省）」に基づき実施い
　　　たします。そのため、上記７品目のアレルゲン食材であっても、調味料や油な
　　　どに極微量に含まれている場合やコンタミネーションについては除去献立の対
　　　象外とさせていただきます。「学校給食における食物アレルギー対応指針」に
　　　つきましては、市のホームページでご覧いただけます。



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。

　１４日（木）　　スパゲッティナポリタン　（神奈川県） 　２５日（月）　こしね汁　　（群馬県）

　　スパゲッティナポリタンは、日本生まれのスパゲッティです。太平洋戦争後、 　　群馬県富岡市・甘楽郡地域の郷土料理です。富岡市・甘楽郡地域の名産品である

　横浜にある「ホテルニューグランド」で誕生しました。このホテルは、ドリアや 　「こ＝こんにゃく」「し＝しいたけ」「ね＝ねぎ」を具にしていることから「こし

　プリン・ア・ラ・モード発祥の地としても知られています。 　ね汁」と名前がつきました。野菜嫌いのこどもでも食べやすいようにと考えられた

　食べるみそ汁です。群馬県は、こんにゃくと原木しいたけの生産量が日本一位です。

　２０日（水）　　あじのさんがだんご汁　（千葉県） 　　地域によっては、夏は白みそ、冬は赤みそと味つけに変化をつけるところもある

　　千葉県の房総半島近くの海では、あじやいわし、さんまなどの漁業が盛んで、　 　そうです。

　漁師さんは、獲れた魚を船の上でみそと一緒に細かくたたき「なめろう」を作り

　ます。そして、山に仕事に行くときは、余ったなめろうをあわびの殻に入れて、 　２８日（水）　海軍カレー　　（神奈川県）

　持っていき、山小屋で焼いて食べました。それで山家（さんが）焼きと 　　海の上で仕事をする海上自衛隊は、曜日を忘れないために金曜日には「カレー」を

　よばれるようになりました。 　食べます。これは、明治時代の初期、海軍医だった高木兼寛が開発した軍事食から始

　まっています。明治時代の海軍の軍事食は、たんぱく質やビタミンB1が不足しており

　２１日（木）　　八王子ラーメン　（東京都） 　脚気にかかってしまう人がたくさんいました。そのため、不足した栄養素

　　東京都八王子市のご当地ラーメンです。しょうゆベースのスープに、透明な 　を補うために開発されたのが、カレーライスです。

　油が浮き、きざみ玉ねぎを具として使われていることが特徴です。本場のラー

　メンには、生のきざみ玉ねぎがのっています。給食では、生の野菜を提供でき

　ないため、炒めたきざみ玉ねぎをたっぷりと使いました。

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、粉末米酢カレールウ

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

○：牛乳がつきます。
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。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、甲殻類を含むことがあります。

650 ２１～３２

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

ウインナー 豚肉、塩、砂糖、香辛料

ベーコン 豚肉、塩、砂糖、香辛料

４月２２日
（金）

わかめごはん

りんごのタルト

こんだて名

こんだてのざいりょう(食材料)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

りんごゼリー りんご、りんご缶（りんご、砂糖・ぶどう糖果糖液糖、クエン酸、ビタミンC）、砂糖、粉寒天

653 19.6

653 29.4

かいぐんカレー

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、塩、しょうゆ

鶏肉、カレー粉、しょうゆ、三温糖、たまねぎ、にんじん、じゃがいも、たもぎたけ、しょうが、にんにく、こめ油、
チキンブイヨン、カレールウ、ガラムマサラ、中濃ソース、トマトケチャップ

こしねじる
こんにゃく、しいたけ、ながねぎ、豚肉、かまぼこ、ごぼう、だいこん、にんじん、こめ油、かつお節、みそ、
酒、しょうゆ、塩

やさいのおかかいため 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

ぶたにくのおろしソース

７大

アレルゲ

ン

除去食

日

　小学校１年生の給食開始について　　次の日程で、ならし給食を行います。

４月2１日
（木）

コーンパン

みかんゼリー

小麦粉、イースト、イーストフード、とうもろこし、塩、砂糖、ショートニング、乳不使用マーガリン

温州みかん果汁、砂糖、果糖、増粘多糖類

米、わかめごはんの素（塩蔵わかめ、砂糖、塩、酵母エキス）

りんご、水溶性食物繊維、砂糖・ぶどう糖果糖液糖、砂糖、ゲル化剤、酸味料、香料、ビタミンC、乳酸カ
ルシウム、紅麹色素、豆乳、米粉、植物油、水あめ、調整豆乳粉末、加工でんぷん、膨張剤、香料、凝固
剤、乳化剤、ショートニング、コーンフラワー、食用油脂、凝固剤、増粘剤、ピロリン酸第二鉄

豚肉、でんぷん、こめ油、酒、塩、こしょう、でんぷん、だいこん、しょうゆ、三温糖、みりん

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

あじのしおこうじやき あじの塩麹焼き（あじ、塩麹、砂糖、みりん）

鶏肉、酒、しょうが、しょうゆ、でんぷん、こめ油

　
　＊毎日、牛乳がつきます。
　＊４月２５日（月）より通常給食となります。
　＊給食食材等のお問い合わせは、学校栄養職員まで
　　お願いいたします。
　＊１年生の４月分（ならし給食含む）の給食費は、
　　５月分と合わせて５，５００円です。
　＊６月３０日（木）が納期となります。口座振替の
　　方は、６月２９日（水）までにご入金をお願いいた
　　します。

ごはん

みかん缶（みかん、砂糖、クエン酸）、パイナップル缶（パイナップル、砂糖）、黄桃缶（黄桃、
砂糖・ぶどう糖果糖液糖、クエン酸、ビタミンC）、りんごゼリー（りんご果汁、砂糖・ぶどう糖果糖液糖、
砂糖、ぶどう糖、水溶性食物繊維、増粘多糖類、香料、酸味料、クエン酸鉄ナトリウム）

曜

22 金

かきたまじる 卵、かんぴょう、こまつな、かまぼこ、しょうゆ、塩、かつお節、でんぷん

わかめごはん ○

小麦粉、塩、かんすい

676 29.6

はるやさいのポトフ

　　　　　　　　　ご入学　おめでとうございます

えいようか

672 23.5
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、塩、ごま油

わかめごはん 米、わかめごはんの素（わかめ、砂糖、塩、酵母エキス）

ふるさとめぐり　　　　「関東地方」

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、酵母エキス白菜キムチ

28 木★

１２回

★

豚肉、焼き豚、なると、にんじん、たまねぎ、もやし、チンゲンサイ、ながねぎ、キャベツ、しょうが、にんにく、
ごま油、鶏ガラ、豚骨、しょうゆ、塩

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、穀物酢

なると 魚肉（スケソウタラ、イトヨリ）、でんぷん、砂糖、塩、発酵調味料、トマト色素

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

焼き豚 豚肉、しょうゆ、砂糖、水あめ、塩、醸造酢、しょうが

678 30.2

608 29.5★

26

27

火

水

こどもパン
スライス

たけのこ
ごはん

ハンバーグのケチャップソース

コールスローサラダ

みそしる

にくじゃが

たけのこごはん

ごはん ○

○

○

○25 月 とりにくのからあげ

21 木 ちゅうかめん ○

はちおうじラーメン

にくだんごのもちごめむし

フルーツミックス

ちゅうかめん

ウインナー、豚肉、かぶ、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

豚肉、たまねぎ、塩、こしょう、ナツメグ、牛乳、パン粉、トマトケチャップ、中濃ソース、三温糖

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

なめこ、豆腐、ながねぎ、だいこん、みそ、かつお節

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

米、酒、塩、しょうゆ、たけのこ、油揚げ、さやえんどう、かつお節

学校給食接取基準


