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28
ごはん　さけチーズころもやき ぎゅうにゅう、さけ、チーズ ごはん にんじん、こんにゃく

すきこんぶのにもの すきこんぶ、ちくわ あぶら ごぼう、はくさい

とんじる ぶたにく、こうやどうふ、みそ じゃがいも ながねぎ、しょうが

27
しょくパン　チキントマトに ぎゅうにゅう しょくパン りんご

ブルーベリージャム　りんご とりにく ブルーベリージャム たまねぎ、にんじん

クリームシチュー チーズ じゃがいも、バター ブロッコリー、しめじ

26
ごはん　ぎゅうにくコロッケ ぎゅうにゅう、ぎゅうにく ごはん もやし、こんにゃく

もやしいため ぶたにく あぶら にんじん、キャベツ

がんもどきのみそしる がんもどき、みそ じゃがいも たまねぎ

25
ごはん　さばしょうがに ぎゅうにゅう、さば ごはん しょうが、にんじん、こんにゃく

きりぼしだいこんのにもの ちくわ あぶら だいこん、しいたけ

にくだんごのみそしる とりにくだんご、みそ はくさい、ながねぎ

せんべい汁は、青森県南部地方の郷土料理
です。とり肉やきのこなどが入った汁に、
せんべい汁専用の溶けにくいせんべいを入
れて作ります。

18
みそカレーぎゅうにゅうラーメン ぎゅうにゅう、ぎょうざ ちゅうかめん キャベツ、もやし

ぎょうざ（２こ）ゆでやさい ぶたにく バター、むしパン にんじん、とうもろこし

むしパン　サウザンドレッシング みそ サウザンドレッシング ブロッコリー、カリフラワー

みそカレー牛乳ラーメンは、40年前に青
森市の高校生があるラーメン店に「カ
レー」と「牛乳」を入れたみそラーメンを
注文したのが始まりだと言われています。
むしパンは、雪にんじん味です。

17
ごはん　あじにつけ ぎゅうにゅう、あじ ごはん わらび、ぜんまい、たけのこ、えのき

さんさいいため さつまあげ あぶら、ごまあぶら きくらげ、こんにゃく、にんじん、だいこん

せんべいじる とりにく、こうやどうふ せんべい ごぼう、しめじ、しいたけ、ながねぎ

21
ビーフカレー ぎゅうにゅう ごはん たまねぎ、にんじん、にんにく

ふくじんづけ ぎゅうにく じゃがいも、バター しょうが、ふくじんづけ

フルーツゼリーあえ チーズ ゼリー りんご、もも

20
ごはん　チキンみそカツ ぎゅうにゅう ごはん、はるさめ たけのこ、にんじん

はるさめいため とりにく、ぶたにく あぶら、ごまあぶら しいたけ

あおさのりのみそしる あおさのり、とうふ、みそ きざみふ ながねぎ

19 はっこう
にゅう

ごはん　ねぎいりたまごやき はっこうにゅう、たまご ごはん ながねぎ、キャベツ、もやし

ぶたにくのしおこうじいため ぶたにく あぶら にんじん、ピーマン、しいたけ

じゃがいものみそしる わかめ、みそ じゃがいも たまねぎ、えのき

14
ごはん　ハートがたハンバーグ ぎゅうにゅう、ハンバーグ ごはん にんじん、メンマ

メンマいため　キャベツのみそしる ぶたにく あぶら、ごまあぶら こんにゃく、キャベツ

むらさきいもチップス とうふ、みそ むらさきいも えのき、ながねぎ

13
ごはん　しろみざかなフライ　ソース ぎゅうにゅう　ホキ ごはん こんにゃく、にんじん

くきわかめいため くきわかめ、ぶたにく あぶら だいこん、たかな

だいこんのみそしる　ヨーグルト とうふ、みそ、ヨーグルト きざみふ

ミズのいためもの さつまあげ あぶら にんじん

あつあげのみそしる あつあげ、みそ ごま チンゲンサイ、たまねぎ

12
ごはん　にしんてりに ぎゅうにゅう、にしん ごはん にんじん、こんにゃく

ひじきとだいずのにもの ひじき、ちくわ、だいず あぶら ごぼう、ながねぎ

さつまじる とりにく、あぶらあげ、みそ さつまいも しょうが

10

★大豆とくしゅう★③大豆とは…？
大豆は枝豆が熟して乾燥したもの。「畑の
肉」と呼ばれるほど、たんぱく質が豊富な
食品です。ちなみに、いった大豆を粉にす
ると「きなこ」になります。

★大豆とくしゅう★④しょうゆ
むした大豆に、いってくだいた小麦とこう
じ、塩水を加えて熟成させ、しぼったもの
がしょうゆです。

★大豆とくしゅう★⑤豆腐
大豆を水につけたものをすりつぶし、熱を
加えてからしぼると「おから」と「豆乳」
に分かれます。「豆乳」をにがりで固め、
水気を切ると豆腐が出来上がります。

にんにく、しょうが、りんご

ごぼう、にんじん、きゅうり

たまねぎ、ブロッコリー

ピーマン、しいたけ

節分には、豆をまいて鬼（災害や病気など
のわざわい）をはらい、まいた豆を年の数
（または＋１つ）食べる風習があります。
いり大豆をまくのが一般的ですが、落花生
をまく地域もあります。

一口30回を目標に、よくかんで食べま
しょう。よくかんで食べると、歯やあごが
強くなったり、脳に刺激が加わって頭が
すっきりしたりと良いことがたくさんあり
ます。

★大豆とくしゅう★①油揚げ
みそ汁の実としておなじみの油揚げは、豆
腐を薄く切って揚げたもの。油揚げ専用の
豆腐が使われるそうです。

せわりコッペパンにソーセージをはさむ
と、ホットドックのできあがりです。おこ
のみでごぼうサラダも一緒にはさんだり、
ケチャップ＆マスタードをかけたりして食
べましょう。

冬の果物といえばみかん。みかんにはビタ
ミンCが豊富にふくまれるので、風邪予防
にもおすすめです。みかんの房についてい
る、白いうす皮にも栄養があるので、でき
ればうす皮をむかずに食べましょう。

ミズ、こんにゃく

たまねぎ、にんじん

トマト

★大豆とくしゅう★②厚揚げ
油揚げの別名を「薄揚げ」と言い、それよ
り厚く切って揚げるので「厚揚げ」と呼ば
れるようになりました。

ごはん　ぶたみそステーキ

はくさいのみそしる　せつぶんミックス とうふ、みそ、だいず あられ

たまねぎ

はくさい、こまつな、ながねぎ

たけのこ、にんじん

ビーフンしおいため ぶたにく ビーフン、あぶら

ぎゅうにゅう、ぶたにく ごはん

ごはん

五所川原市立学校給食センター

        kcal

栄　養　価

エネルギー

ポークカレー ぎゅうにゅう

みかんゼリー チーズ みかんゼリー ふくじんづけ

とりにく、あぶらあげ あぶら たけのこ、こんにゃく、しょうが

5
ぎゅうにゅう、にくだんご ごはん

ながいものみそしる あぶらあげ、わかめ、みそ

ふくじんづけ ぶたにく じゃがいも、バター

6
せわりコッペパン　ソーセージ ぎゅうにゅう せわりコッペパン

ながいも

ケチャップ＆マスタード ソーセージ ごま、マヨネーズ、あぶら

ごぼうサラダ　ミネストローネ ベーコン じゃがいも、マカロニ

ごはん　にくだんご（２こ）

7

4
ごはん　イカフライ　ソース ぎゅうにゅう ごはん とうもろこし、キャベツ

コールスローサラダ イカ あぶら にんじん、たまねぎ、きゅうり

きのこスープ かまぼこ マヨネーズ しめじ、まいたけ、ほうれんそう

塩こうじは、発こう食品の「こうじ」と塩
を合わせた調味料です。肉や魚の下味に塩
こうじを使うと、味付けと同時に肉や魚を
やわらかくすることができます。

★大豆とくしゅう★⑥きちょうな国産大豆
日本で食べられる大豆のほとんどは外国産
で、なんと国産の割合は8％！ですが、今
日の木綿豆腐は五所川原市産の大豆を使
い、市内の豆腐屋さんが作ったものです。

フルーツゼリーあえのゼリーは、マスカッ
ト味です。国産のシャインマスカットとい
う品種の果汁を使っています。

★大豆とくしゅう★⑦みそ
大豆を煮たものに、こうじと塩を混ぜ熟成
させるとみそができます。こうじの種類や
大豆の種類、塩の量や熟成期間などで、い
ろいろな種類のみそがあります。

牛肉コロッケには、青森県のブランド牛
「倉石牛（くらいしぎゅう）」が使われて
います。五戸町倉石地区で育てられた黒毛
和牛の中の、基準を満たした牛だけが倉石
牛と呼ばれます。

りんごは、五所川原市産の「サンふじ」の
予定です。きれいに洗って消毒してあるの
で、皮ごと食べられます。

★大豆とくしゅう★⑧高野豆腐
高野豆腐は別名「凍り豆腐」とも呼ばれま
す。名前の通り、豆腐を凍らせて乾燥させ
たものです。

日
　
曜

こ　ん　だ　て

ざ　い　り　ょ　う

お　し　ら　せ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

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）

ごはん オレンジ、れんこん、にんじん

3
ごはん　いわしオレンジに ぎゅうにゅう　いわし

とりとこんさいのにもの

こんだてのおしらせ 

※魚には、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。 

今月のおしらせ欄では、「大豆」を 

とくしゅうしているよ！ 

給食だよりにのっている、「大豆博士に

なろう！○×クイズ」のヒントがかくれ

ているから、よ～く読んでみよう！！ 


