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ながねぎ　ごぼう　みかん　きくらげドレッシング　しろごま

にんじん　メンマ　はくさい　もやし

激しい運動やスポーツをした後は筋肉が傷み
ます。傷んだ部分をケアし、新しい筋肉をつ
くるときには、牛乳に含まれる「乳たんぱく
質」が効果的にはたらきます。

コロッケ（じゃがいも・パンこ）　でんぷん

さといも

ぎょうざ（ぶたにく）

マーボーナス ぶたにく サラダあぶら　でんぷん なす　たけのこ　にんにく

エビボールスープ エビボール

ドレッシング しょうが　トマト　りんご

じゃがいも　バター キャベツ　とうもろこし　にんにく

アップルシャーベット

とりつくね とりつくね（ひじき・とりにく） サラダあぶら たまねぎ　きぬさや　アスパラガス

31
ごはん　さんまおかかに さんまのおかかに ごはん　しろごま れんこん　にんじん　たまねぎ

ほたて　ひじき サラダあぶら　さとう さやいんげん　なめこ　だいこん

なめこじる とうふ　みそ　ぎゅうにゅう ながねぎ

27
ごはん　こめこぎょうざ（2コ）

はくさい　にんじん　しいたけ

25

ごまごぼうサラダ

４～６月は「新たまねぎ」がおいしい季節で
す。たまねぎは三千年以上も前から食べられ
ていた野菜で、昔から元気をつけたいときの
食べ物だったそうです。

れんこんのきんぴら ちくわ　ぎゅうにゅう サラダあぶら　さとう いとこんにゃく

さといものみそしる あぶらあげ　わかめ　みそ

はるさめ

24
ごはん　さばのしょうがに さばのしょうがに ごはん しょうが　ふき　つきこんにゃく

ふきのあぶらいため さつまあげ　ぎゅうにゅう サラダあぶら　さとう

26
ごはん　とりにくのみそやき とりにくのみそやき ごはん にんじん　ごぼう　いとこんにゃく

ひじきとほたてのごもくに

ごはん　あじのレモンしょうゆに あじのレモンしょうゆに ごはん たまねぎ　えだまめ　にんじん

ベーコン バター　こむぎこ マッシュルーム

19

いんげんのごまあえ　パックソース ぎゅうにゅう さとう　しろごま さやいんげん　にんじん　にら

にらたまじる たまご　こうやどうふ　みそ

ごもくラーメン ぶたにく　なると ちゅうかめん　ごまあぶら

もやしのちゅうかあえ ぎゅうにゅう ドレッシング にんじん　チンゲンサイ　ながねぎ

えのきだけ

ごはん　ぎょうざ（こめこ） キャベツ　にら　しょうが

21
ゆかりごはん　ぎゅうにくコロッケ コロッケ（ぎゅうにく） ごはん　サラダあぶら ゆかり（あかじそ）　たまねぎ

20
コッペパン　ハムステーキ ハムステーキ コッペパン ブロッコリー　キャベツ　パセリ

ボイルやさい　ドレッシング ぎゅうにゅう ドレッシング とうもろこし　たまねぎ　にんじん

コーンスープ

のむヨーグルト（マスカット）

にんじん　もやし　はだいこん

もやしのみそしる こうやどうふ　みそ ごぼう

五所川原市立学校給食センター

5月5日は「端午の節句」です。1日遅いです
が、よもぎだんごがつきます。よもぎには厄
除けの力があると言われているそうです。

冬の終わりから春にかけて、さまざまな種類
の山菜が顔を出します。山菜には独特な苦味
や香りがありますが、春の味を感じてみま
しょう。

春にとれるキャベツは、葉がやわらかく、水
分を多く含み、甘いのが特徴です。冬にとれ
る冬キャベツに比べて、ビタミンＣも多く含
まれています。

わかめは、海の中ではうす茶色をしていま
す。私たちがよく見かけるわかめは、緑色を
していますが、これは、収穫したわかめを湯
に通すと、緑色に変化するからです。

じゃがいものみそしる みそ　ぎゅうにゅう じゃがいも スナップえんどう

もやしいため

まいたけ

たまねぎ　にんじん　ピーマン

ぶたにく　ぎゅうにゅう サラダあぶら　でんぷん

ごはん　いわしのかばやき

なめたけあえ

お　し　ら　せ

にんじん　たまねぎ　しいたけ

ごはん　サメのにつけ さめのにつけ ごはん

ごはん ごぼう　にんじん　いとこんにゃく

きんぴらごぼう さつまあげ　ぎゅうにゅう

きのこスープ とうふ　いとかまぼこ

きりぼしだいこんのあさりに あさり　あぶらあげ サラダあぶら　さとう

14
はるやさいのキーマカレー ぶたにく ごはん　カレールウ

        kcal

栄　養　価

エネルギー

メンマはマチク（麻竹）のたけのこを乳酸発
酵させた加工食品です。メンマに豊富な成分
である食物繊維は、肥満防止や大腸がん予防
の成分として注目されています。

葉大根とは、大根の葉を食べることを目的に
作られている品種で、大根の葉とは違いま
す。葉大根には、大根の根よりも不溶性の食
物繊維が豊富に含まれていて、腸を刺激する
ことで便秘を解消する効能があります。

じゃがいもをフランスでは「大地のりんご」
と呼ぶそうです。ビタミンＣが、なんとりん
ごの５倍もあるそうです。

ワンタンスープ とりにく　なると ワンタン　はるさめ メンマ（たけのこ）

たまねぎ　もやし　きゅうり

ながいものそぼろに ぶたにく　ぎゅうにゅう ながいも　でんぷん ほうれんそう　しょうが　レモン

ほうれんそうのみそしる あつあげ　みそ サラダあぶら　さとう

カットオレンジ

たまねぎ　にんじん　たけのこ

わかたけじる わかめ　あつあげ　みそ

はくさい　ながねぎ　しいたけ

しょうが　トマト　なめたけ　ほうれんそう　りんご　オレンジ　

ごはん　さくらシューマイ（2コ）

13

ごはん

ぎゅうにゅう じゃがいも　バター

いわしのかばやき

17
きりぼしだいこん　いとこんにゃく

とりにく　ぎゅうにゅう

サラダあぶら　さとう

ドレッシング　しろごま にんじん　ほそたけ　ながねぎ

がんもどきのみそしる がんもどき（ひじき・とうふ）

18
ごはん　あまずにくだんご（２コ） あまずにくだんご ごはん

アスパラガス　ごぼう　にんにく

12
もやし　しめじ　チンゲンさい

さくらシューマイ

かしわじる とりにく　みそ しろごま　ごまあぶら

サラダあぶら　さとう

11
さんさいうどん とりにく　なると　あぶらあげ うどん　さとう わらび　えのきだけ　たけのこ

キャベツのこんぶあえ しらす　しおこんぶ ごまあぶら ぜんまい　きくらげ　にんじん

だいがくいも（小2コ：中3コ） ぎゅうにゅう さつまいも　くろごま ながねぎ　キャベツ

日
　
曜

こ　ん　だ　て

ざ　い　り　ょ　う

6

だいこんとベーコンのスープ ベーコン　ぎゅうにゅう オリーブオイル

体をつくるもとになる食品 エネルギーのもとになる食品 体の調子を整えるもとになる食品

たまねぎ　だいこん　きぬさや

ブロッコリーのマヨあえ　よもぎだんこ ひじき　かつおぶし マヨネーズ　よもぎだんご ブロッコリー　しいたけ　にんじん

主にたん白質・カルシウム 主に炭水化物・脂肪 主にビタミン類（Ａ・Ｃ）

こめこパーカー　てりやきハンバーグ てりやきハンバーグ こめこパーカー

28
ポークビーンズカレー ぶたにく　だいず ごはん　カレールウ たまねぎ　にんじん　なのはな

なのはなのサラダ ツナ　ぎゅうにゅう

ごはん わらび　つきこんにゃく　にんじん

わらびのいためもの さつまあげ　ぎゅうにゅう キャベツ　ながねぎ　ごぼう

ごはん　サラダあぶら だいこん　きゅうり　はだいこん

7
ごはん　さけのしおやき さけのしおやき　みそ

10
ごはん　かれいのフライ かれいのフライ

だいこんサラダ

筍（たけのこ）の字の由来は、竹が芽生えて
から旬の間（10日くらい）が筍で、それを過
ぎると竹になってしまうからだそうです。

サメの煮付けには、青森県で漁獲されたアブ
ラツノザメが使用されています。三内丸山遺
跡からもサメの骨が発見されていることか
ら、県内では縄文時代からサメが食べられて
いました。

なめこなどのきのこ類は、食物繊維が豊富
で、おなかの中をきれいにしてくれる働きが
あります。生活習慣病予防に適した食品で
す。

もやしは、畑ではなく工場で作られます。大
豆などの豆を暗い所で芽を出させ、葉が出な
いうちに収穫したものです。

こんにゃくはほどんどカロリーのない食べ物
ですが、不溶性の食物せんいと、加工すると
きに凝固剤（水酸化カルシウム）を使うため
カルシウムもあり、隠れたところで健康に役
立つ食品です。

あじやさんまの青魚には、体によい脂肪が多
く含まれています。血液をサラサラにし、生
活習慣病を予防したり、脳の働きをよくして
くれます。

アスパラガスにはアミノ酸の一種であるアス
パラギン酸といううまみ成分があり、疲労回
復にも効果があります。

オレンジにはビタミンCをはじめとする抗酸化
成分がたくさん含まれていますが、鮮やかな
だいだい色そのものが、健康成分として抗酸
化力が強いのです。

1羽のにわとりが産むたまごの数は、23～27
時間に1個といわれています。1年間では、お
よそ300個ぐらい産むそうです。１羽だけ
で、たくさんの数のたまごをうんでいるので
すね。

※魚や鶏肉には、骨がついていることがあるので、気をつけて食べてください。

おはしを使って上手にとりましょう。

※献立の変更があるかもしれません。その際は、ご了承下さい。

※献立の材料・栄養価を知りたい方は、

給食センター（34-2832）まで、お問い合わせ下さい。


