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29
にんじんに含まれるβ-カロテンの多さは、
緑黄色野菜の中でもトップクラスです。β-
カロテンは、皮膚や粘膜の健康を維持して
くれるはたらきがあります。

30
ほうれん草は鉄分のほかにも、貧血防止に
役立つ葉酸や、鉄分の吸収をよくするビタ
ミンCも豊富に含まれています。

24
春雨は、緑豆やじゃがいも、さつまいもな
どのでんぷんを原料として作られます。中
国から鎌倉時代に日本に伝わったとされて
います。

25
だいこんは、葉に近い部分ほど甘く、先に
近い部分ほど辛味が強くなります。先端は
薬味や、つけ物によく、葉に近い部分は、
辛味が少ないのでサラダなどに適していま
す。

ごはん　こめこぎょうざ（2こ） こめこぎょうざ ごはん たけのこ　ピーマン

チンジャオロースー ぶたにく　アレルギー対応ベーコン あぶら　ごまあぶら にんにく　しょうが　ほうれんそう

ゆばとほうれんそうのスープ ゆば かたくりこ たまねぎ　にんじん

ごはん　てりやきチキン てりやきチキン ごはん　 にんじん　こんにゃく

26
1908年、昆布のうま味がグルタミン酸と
いう成分であることが発見され、これがう
ま味調味料の元となっています。現在で
は、さとうきびやとうもろこしなどを原料
に、うま味調味料が作られます。

19
リンゴには蜜と呼ばれる半透明な部分があ
りますが、デンプンが分解されてできた
「ソルビトール」という爽やかな甘味をも
つ物質が集まった部分です。

22
ホッケは冷たい海に生息する魚で、普段は
水深１００メートルほどのところにいま
す。春になると産卵のために浅場に寄って
来るので、防波堤から釣る事も出来ます。

23
さつまいもは、食物繊維が豊富です。ま
た、さつまいもの切り口から出る白い汁
は、ヤラピンといって、腸の働きをうなが
して、食物繊維との相乗効果で便秘の改善
に効果的です。

ごはん　いわしのおろしに いわしのおろしに ごはん　 こんにゃく　にんじん

すきこんぶいため ちくわ　つみれ（たら） あぶら　さとう

ごはん　にくだんご（2こ） にくだんご ごはん　さとう メンマ　こんにゃく

16
アサリは殻の大きさが最大で６センチほど
になる二枚貝で、殻の模様は非常にバリ
エーションが多く、同じ模様は２つと無い
ほどだそうです。

17
ごまあえは、ほうれんそうとはくさいのご
まあえです。
小魚は、カタクチイワシという魚です。カ
タクチイワシの稚魚のシラスはしらす干し
などにもなります。

18
今日は【おはなし給食】で、「まいごのま
めのつる」という絵本に出てくる料理を再
現してみました。みなさんもぜひ絵本を探
して読んでみてください。

こめこパン　ポークメンチカツ ポークメンチカツ こめこパン キャベツ　にんじん

ボイルキャベツ　パックソース アレルギー対応ベーコン　だいず あぶら たまねぎ

まめのスープ　 きんときまめ　いんげんまめ じゃがいも　

わかめごはん　やさいとうふよせ わかめ　とうふ ごはん　

11
英語でニワトリの事を「チキン」といいま
すが、元々は若いニワトリの事を意味して
いました。

12
豆腐は大豆の絞り汁（豆乳）に、海水から
取れる「にがり」という凝固剤を加えて固
めた食品です。にがりは海水から塩を作る
時に副産物としてできるものです。

15
今日は「ふるさと産品給食の日」です。さ
ばやごぼう、ほたてなど青森県産の食材を
たくさん使っています。感謝の気持ちを忘
れず、おいしくいただきましょう。

ごはん　さばのしおやき さばのしおやき ごはん きりぼしだいこん　にんじん

きりぼしだいこんのいりに ぶたにく　ほたて あぶら こんにゃく　ながねぎ

ほたてじる とうふ　みそ ごぼう

ごはん　シューマイ（2こ） シューマイ ごはん　 ながねぎ　にんじん

8
ごぼうを日常的に食べている国は、日本だ
けなのだそうです。欧米では根がハーブと
して用いられており、また漢方薬としても
使われています。

9
もやしは、畑ではなくほとんどが工場で作
られています。他に温泉やわき水を利用し
て作られているものもあります。

10
ながいもは、青森県産を使用しています。
青森県のながいもは、全国一の生産量を誇
り、タンパク質やビタミンが豊富です。

ごはん　にしんのてりに にしんのてりに ごはん　ながいも はくさい　にんじん

ながいもサラダ とりにく　 きりたんぽ ごぼう　ながねぎ

きりたんぽなべ

しおラーメン はるまき こめこめん

3
けんちん汁は、大根、人参、ごぼう、里
芋、豆腐などの具を炒めて、だし汁を加
え、しょうゆやみそで味つけした、汁物料
理です。

4
6月4日から10日まで「歯と口の健康週
間」です。かむことを意識しながら食べま
しょう。また、食べた後の歯みがきもしっ
かり行いましょう。

5
じゃがいもは、煮くずれしにくい「メーク
イン」と、ホクホクする「男爵いも」に大
きく分けられます。カレーに使われている
じゃがいもは、メークインです。

ごはん　ポークカレー ぶたにく ごはん　カレールウ たまねぎ　にんじん

ふくじんづけ じゃがいも　あぶら しょうが　にんにく

ストロベリーゼリー ゼリー ふくじんづけ

こめこパン　ポークフランク ポークフランク こめこパン アスパラガス　たまねぎ
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1
高野豆腐は、食物繊維やカルシウム・鉄分
などのミネラルが多く含まれ、普通の豆腐
よりも栄養がギュッと凝縮しています。

2
とんかつの「かつ」は「カツレツ」の略
で、フランス料理の「コートレット」とい
う仔牛の肉にパン粉を付けて焼いたもの
が、元になっています。

ごはん　とんかつ　パックソース とんかつ ごはん ごぶづけ　きゅうり

パリパリづけ とうふ　あぶらあげ あぶら ほうれんそう

ほうれんそうのみそしる みそ

ごはん　さばのてりやき　 さばのてりやき

にんじんいため ぶたにく　あつあげ さとう しいたけ　ながねぎ

あつあげのみそしる みそ あぶら ごぼう　チンゲンサイ

もやし　ながねぎ

つみれスープ すきこんぶ はるさめ

メンマソテー ぶたにく　とうふ あぶら だいこん　

だいこんのみそしる あぶらあげ　みそ ごまあぶら にんじん

ごはん　キャベツいりつくね ぶたにく ごはん　はるさめ たけのこ　にんじん

はるさめいため キャベツいりつくね あぶら　さとう ピーマン　えのきたけ

わかめスープ かまぼこ　わかめ ごまあぶら　 たまねぎ

さんさいうどん とりにく こめこうどん　あぶら わらび　ぜんまい　たけのこ

しろみざかなのいそべフライ あぶらあげ　なると さつまいも えのきたけ　きくらげ　にんじん

かぼちゃとさつまいものサラダ しろみざかな（ホキ）のいそべフライ アレルギー対応マヨネーズ ながねぎ　かぼちゃ

ごはん　ほっけのしおやき ほっけのしおやき ごはん　 ふき　こんにゃく

ふきのあぶらいため さつまあげ　とりにく あぶら　 にんじん　だいこん　ごぼう

いももちじる あぶらあげ じゃがいももち はくさい　たもぎだけ

ごはん　チキンカレー とりにく ごはん　カレールウ たまねぎ　にんじん

ふくじんづけ じゃがいも　あぶら しょうが　にんにく　ふくじんづけ

フルーツポンチ ゼリー りんご　パイン

はくさい　ほうれんそう

はくさいのごまあえ　とうふのみそしる やさいとうふよせ　こざかな アーモンド たまねぎ　だいこんぱ

アーモンドこざかな あぶらあげ　みそ ごま

ごはん　ササミカツ ササミカツ　ひじき ごはん　あぶら こんにゃく　にんじん

ひじきのいために さつまあげ じゃがいも たまねぎ　

じゃがいもとあさりのみそしる あさり　わかめ　みそ

マーボーどうふ とうふ　ぶたにく はるさめ はくさい

はるさめスープ かまぼこ　みそ あぶら　ごまあぶら

ごはん　とりにくのしょうがやき とりにくのしょうがやき ごはん　じゃがいも きゅうり　にんじん　ごぼう

ポテトサラダ　 あつあげ アレルギー対応マヨネーズ たまねぎ

あつあげのみそしる みそ

キャベツ　にんじん

はるまき ぶたにく あぶら もやし　ながねぎ　メンマ

りんごシャーベット とうもろこし　りんご

ごはん　とうふハンバーグ とうふハンバーグ ごはん　あぶら ごぼう　にんじん

きんぴらごぼう ぶたにく　あぶらあげ さとう　ごま こんにゃく　はくさい

はくさいのみそしる みそ ごまあぶら こまつな　

やさいスープ アレルギー対応マヨネーズ キャベツ

ごはん　かいせんハンバーグ かいせんハンバーグ（いか、たら） ごはん　あぶら いんげん　こんにゃく

いんげんのごまあえ とうふ　とりにく さといも　ごま にんじん　だいこん

けんちんじる みそ ながねぎ　ごぼう

わらびいため ぶたにく　こうやどうふ　 あぶら　 にんじん　キャベツ

キャベツのみそしる あぶらあげ　みそ ごまあぶら

ケチャップ＆マスタード　マカロニサラダ アレルギー対応ベーコン こめこマカロニ　 とうもろこし　にんじん

ざ　い　り　ょ　う

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　さとう わらび　こんにゃく

食物アレルギー対応食こんだてのおしらせ 
たいおうしょく しょくもつ 

※ 牛乳の飲み残しは、一般食の食缶に入れ、アレルギー対応食用の食缶には入れないでください。 
※ 牛乳パックやストローは、個人専用箱には入れないでください。 
※ アレルギー対応食では、牛乳（希望者）のみ学校に直接配送され、その他のドレッシングやデザートなどは 
  個人専用箱に入れてセンターから配送されますので、個人専用箱に入っているもの以外は食べないでください。 
※ 献立の変更があるかもしれませんので、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。 
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