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＊今月の地場野菜は、たまねぎ・じゃがいもです。太字で表示してあります。

　　夏に収穫の時季を迎える野菜を夏野菜と呼んでいます。夏野菜には、暑い夏をの

　りきるために必要な栄養素がたっぷりと含まれています。　

　たくさん食べて、夏バテをしない体を作りたいですね。

🌻夏に旬をむかえる　野菜やくだものの名前が28個かくれているよ。探してみよう。

今月のテーマ　　「夏野菜を食べよう」

6996 火
チリコンカン
ドック

せんぎりやさいのスープ

8 木
シャンハイ
やきそば ○

7

29.9とりにくのチリソースがけ
鶏肉、塩、こしょう、酒、たまねぎ、ながねぎ、にんにく、しょうが、こめ油、三温糖、しょうゆ、トウバンジャン、
トマトケチャップ、でんぷん

とうもろこし

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、チキンブイヨン、しょうゆ、こしょう、塩

27.0おほしさまタルト

豆乳、米粉、砂糖、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、水溶性食物繊維、
でんぷん、調整豆乳粉末、温州みかん果汁、砂糖・ぶどう糖果糖液糖、発酵調味料、こんにゃく加工品、寒天、
加工でんぷん、炭酸カルシウム、増粘多糖類、膨張剤、酸味料、香料、凝固剤、乳化剤、ピロリン酸第二鉄、
増粘剤、カロチノイド色素

たなばたちらしずし
米、鮭フレーク（鮭、塩）、こまつな、短冊玉子、れんこん、にんじん、油揚げ、しいたけ、しょうゆ、塩、三温糖、
みりん、穀物酢、砂糖、塩

たなばたじる 鶏肉、酒、にんじん、だいこん、オクラ、糸かまぼこ、かつお節、みりん、しょうゆ、塩

696

26.9

693

35.4れいとうパイン パイナップル

ニギスの磯辺米粉フライ（ニギス、米生パン粉<うるち米粉、食用オリーブ、三温糖、生イースト、塩、
トレハロース、ｐH調整剤、増粘多糖類>、コシヒカリ米粉、あおさ粉）、こめ油

ニギスのいそべこめこフライ

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

607

豚肉、ウインナー、大豆、たまねぎ、にんじん、にんにく、じゃがいも、ホールトマト、ウスターソース、
トマトケチャップ、三温糖、赤ワイン、チリパウダー、こめ油、塩、コッペパン（）

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

シャンハイやきそば
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、にんじん、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

とうもろこし

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

○

チリコンカンドック

水
たなばた
ちらしずし ○

ぶたにくとなすのみそいため 豚肉、塩、こしょう、キャベツ、なす、ピーマン、ながねぎ、しめじ、にんにく、しょうが、ごま油、みそ、酒、三温糖

1 木
なつやさいの
カレーうどん

○

なつやさいのカレーうどん

25.7

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、豆腐、ごま、塩

牛乳 お　　か　　ず

あおなとほたてのスープ ほたて、チンゲンサイ、たまねぎ、きくらげ、しょうが、ごま油、鶏ガラ、しょうゆ、こしょう、塩

チンジャオロース 豚肉、しょうゆ、酒、しょうが、にんじん、たけのこ、ピーマン、こめ油、しょうゆ、三温糖、オイスターソース、でんぷん

うどん（小麦粉、塩）、豚肉、こめ油、ズッキーニ、なす、トマト、たまねぎ、黄ピーマン、にんじん、はねぎ、カレー粉、
カレールウ、しょうゆ、みりん、酒、かつお節、昆布

631

605

コーンコロッケ
コーンコロッケ（とうもろこし、小麦粉、ショートニング、パン粉、フライ粉ミックス、植物油脂、植物性たんぱく、砂糖、
果糖ぶどう糖液糖、塩、香辛料、乳化剤、香料）、こめ油

７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

○

★ 2 金 ごはん ○

26.7

フルーツミックス
ミックスドフルーツ（りんご、桃、洋なし、砂糖、クエン酸、クエン酸三ナトリウム、ビタミンC）、
サイダーゼリー、ぶどうゼリー、りんごぜリー

5 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、トッポギ、
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

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

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・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

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。

収入 （単位：円）

　　１2日（月）　ゴーヤチャンプルー

　　　チャンプルーは、沖縄の方言で「ごちゃまぜ」の意味で、豆腐といろいろな食材を

　　炒めた料理のことを言います。沖縄野菜の代表「ゴーヤ」。「にがうり」とも呼ばれ

　　ています。暑さに強いゴーヤは、夏野菜の王様ともいわれます。

支出

材料代に占める割合 　　14日（水）　にんじんしりしり

基本物資（米飯・パン・麺・牛乳） 40.19% 　　　「しりしり」とは、「すりすりする」という意味の沖縄の方言です。料理をすると

59.81% 　　きの「すりすり」は、スライサーで千切りをすることをさしています。千切りにした

10.14% 　　にんじんは、食べやすく野菜をたくさん食べたいときにおすすめです。

36.37%

0.08%

13.21%

100.00%494,654,801

調定額
※「調定額」とは、保護者のみなさまからお預かりする市内
給食費の総額です。
　給食費は、すべて給食の材料費として支出されております。
　なお、この他の光熱水費、人件費、施設運営費等は公費に
より賄われております。

422,096,536

一般物資 295,836,608

50,175,481

179,927,756

えだまめごはん

乳製品 387,450

野菜・果物 65,345,921

トウバンジャン 塩蔵唐辛子、そら豆、食塩、米こうじ、乾燥唐辛子、酒精、ビタミンＣ

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

ぶどうゼリー ぶどう果汁、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、クチナシ色素、クエン酸鉄ナトリウム

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

カレールウ
米粉、パーム油、デキストリン、カレー粉、砂糖、食塩、酵母エキス、トマトペースト、馬鈴薯でん粉、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

購入物資の種類 金額

198,818,193

一般物資内訳

食肉
食用油・調味料・乾物

缶詰・魚介類・冷凍食品

ふるさと　めぐり　　「沖縄県」

マーボーなす

曜

14 水

★ 13 火

ごはん ○

ごはん ○

22.09 金 ○

なつやさいのカレー
鶏肉、カレー粉、しょうゆ、三温糖、たまねぎ、じゃがいも、かぼちゃ、なす、ホールトマト、赤ピーマン、さやいんげん、
しょうが、にんにく、こめ油、カレールウ、粉チーズ、ヨーグルト、りんご、はちみつ、バター、小麦粉、ガラムマサラ、
チリパウダー、中濃ソース、トマトケチャップ

ごはん

12 月

７大

アレルゲ

ン

除去食

日

ふくじんづけ

なつやさいのみそしる なす、たまねぎ、かぼちゃ、いんげん、みょうが、油揚げ、みそ、かつお節

○

はし
スプーン
その他

694

すいか すいか

こんだてのざいりょう(食材料)

豚肉、なす、じゃがいも、なす、たけのこ、ながねぎ、にんにく、しょうが、にら、しいたけ、みそ、しょうゆ、三温糖、
トウバンジャン、でんぷん、こめ油

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

サイダーシャーベット 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

真ほっけの竜田揚げ（真ほっけ、でんぷん、しょうゆ、しょうが、酒、みりん）、こめ油

とうがん、にんじん、オクラ、糸かまぼこ、わかめ、鶏ガラ、しょうゆ、塩

えいようか

ウインナー、大豆、たまねぎ、にんじん、キャベツ、じゃがいも、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

とうがんとオクラのちゅうかスープ

主食
つけるもの
かけるもの

牛乳 お　　か　　ず

とんじる

だいこん、にんじん、きゅうり、えだまめ、しょうが、穀物酢、三温糖、みりん、塩、しょうゆ

パエリア ○

こんだて名

650 ２１～３２

15
鶏肉、塩、バジルペースト（バジル、なたね油、塩）、酒、小麦粉、パン粉、こめ油チキンバジルカツ
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29.4
ゴーヤチャンプルー 厚揚げ、豚肉、ゴーヤ、もやし、たまねぎ、かつお節、玉子、ごま油、しょうゆ、三温糖、塩、でんぷん

にんじんしりしり にんじん、玉子、ツナ、こめ油、みりん、しょうゆ、三温糖、酒、塩

かんぱちのてりやき かんぱち、しょうゆ、発酵調味料、砂糖、酒

米、カレー粉、オリーブ油、鶏肉、ほたて、えび、白ワイン、いか、にんじん、ピーマン、赤ピーマン、エリンギ、
マッシュルーム、塩、こしょう

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

609

674

20.9

696 30.9

24.9

まほっけのたつたあげえだまめ
ごはん

米、枝豆、塩、しょうゆ、みりん、酒

＊例年７月に実施しておりました親子料理教室は、新型コロナウイルス感染症拡大の状況を鑑みまして、
今年度は、中止とさせていただきます。
<給食費について>
・７月分の納期限は８月３１日（火）です。口座振替の方は８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。
<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
県のかんぱちが提供されることとなりました。この政策を受け、7月１４日にかんぱちの照り焼きを提供
します。

令和２年度学校給食に係る決算報告

合      計

ミネストローネ

11回

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

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

サイダーゼリー

パエリア

ウインナー 豚肉、塩、砂糖、香辛料

糸かまぼこ たら、魚介エキス、米でんぷん、みりん、塩、差乙、酵母エキス、加工でんぷん（タピオカ）

トッポギ

短冊玉子

うるち米粉、馬鈴薯でんぷん、塩、グリシン、ｐH調整剤

鶏卵、砂糖、醸造酢、でんぷん、トレハロース、塩、植物油

砂糖・ぶどう糖液糖、砂糖、水溶性食物繊維、レモン果汁、増粘多糖類、乳酸カルシウム、酸味料、ビタミンC、
クエン酸鉄ナトリウム、香料、クチナシ青色素

木

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。


