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にんじん　ごぼう

ごはん　さとう ごぼう　たまねぎ

27
しょうゆラーメン ぶたにく　なると こめこめん　あぶら にんじん　もやし

チヂミは韓国の家庭料理です。給食のチヂミは
米粉を使っているので、モチモチとした食感で
す。

チヂミ　おかかあえ おかか チヂミ　 ながねぎ　メンマ

とうにゅうプリン とうにゅうプリン こまつな　しょうが

わかめ　 ドレッシング　 たまねぎ　にんじん

ゆばととうふのスープ

31日は「ハロウィンの日」です。秋の収穫を祝
い、悪い霊を追い出すヨーロッパを起源とする
お祭りです。かぼちゃのランタンは、元々はか
ぶをくり抜いて作られていたそうです。

ぶたにく　だいず こめこパン たまねぎ　しょうが　にんにく

パイン（2まい） かまぼこ　 あぶら きくらげ　しめじ

きのこスープ アレルギー対応カレールウ にんじん　ながねぎ　パイン

ニシンは別名「春告魚」とも呼ばれ、産卵期の
春が脂がのって旬とされています。また、卵巣
の塩蔵品は「数の子」と呼ばれています。

ふきのあぶらいため さつまあげ　あつあげ あぶら　

あつあげのみそしる みそ さとう たまねぎ

でんぷん　あぶら ほししいたけ

きのこスープに入っているきくらげには、カル
シウムの吸収を助けてくれるビタミンDが豊富
なので、丈夫な骨を作る役割があります。

ごはん　にしんのこんぶに

ごはん　きんぴらにくだんご（2こ） ぶたにく　みそ ごはん にんじん　こんにゃく

くきわかめのいりに きんぴらにくだんご あぶら　さとう だいこん　しょうが

さつまじる くきわかめ　さつまあげ さつまいも ごぼう

ピーマンは、ビタミンCが多く含まれている野
菜です。ビタミンCは疲労回復や免疫力を高め
てくれる効果があります。

ひじき なすとトマトのグラタン にんじん　キャベツ

やさいスープ だいず ごま　さとう エリンギ

たまねぎ

ごぼう　きゅうり　
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29
ごはん かぼちゃコロッケ ゆば　とうふ ごはん　かぼちゃコロッケ ブロッコリー　アスパラ

ボイルゆでやさい　イタリアンドレッシング

ごはん　しゅうまい（2こ） しゅうまい ごはん キャベツ　ピーマン

ホイコーロー ぶたにく　とうふ あぶら　でんぷん にんにく　しょうが

だいこんのみそしる あぶらあげ　みそ ごまあぶら だいこん　にんじん　

25
こめこぱん　ドライカレー

21

こくとうビーンズ アレルギー対応マヨネーズ キャベツ　ブロッコリー　

ぶたしょうがやき ごはん

20
ごはん　さばわふうカレーに さばわふうカレーに ごはん

きゅうり　しそ

ながいものゆかりあえ とうふ ながいも ほうれんそう

ほうれんそうのみそしる あぶらあげ　みそ

19
ごはん　ぶたしょうがやき

しめじ

16
ポークカレー ぶたにく ごはん　じゃがいも　さとう　ごま たまねぎ　にんじん

キャベツのごまサラダ だいず アレルギー対応カレールウ　あぶら にんにく　しょうが

15
ごはん　ほっけのしおやき ほっけのしおやき ごはん ふき　わらび　こんにゃく

さんさいいため ぶたにく　あさり あぶら　ごまあぶら にんじん　こまつな

14
ごはん　こめこぎょうざ（2こ） こめこぎょうざ ごはん メンマ　こんにゃく

メンマソテー ぶたにく　わかめ あぶら　ごまあぶら だいこん　にんじん　

ごぼうのみそしる あつあげ チンゲンサイ　

かけうどん ボロニアカツ こめこうどん にんじん　ながねぎ

あぶら ほししいたけ　

五所川原市立学校給食センター

今日は、十五夜で、給食にお月見だんごがつき
ます。お月見は、お月様に秋の収穫を感謝する
日です。おだんごと一緒に、すすきと萩を飾り
ます。

10日は「目の愛護デー」です。目に良いとされ
るビタミンAは、人参やほうれん草・レバー・
卵などに多く含まれています。今日はブルーベ
リージャムがつきます。

今日の給食には、「A５ランク」の青森県産牛
肉を使用した牛めしがでます。A５ランクとは
最上級のことであり、上質な霜降りがとろける
ような食感を生み出す牛肉です。

切干大根は、青森県産です。切干大根は、お日
様に当てることで、生の大根よりもカルシウム
や鉄分の栄養価がアップします。

たまねぎ　にんじん

にんじん　こんにゃく

ほししいたけ　ながねぎ

はくさい　たまねぎ

パセリ　マッシュルーム

さんまは、秋が旬の魚です。さんまは漢字で
「秋刀魚」と書きます。秋によく獲れ、細長く
銀色の体が刀のように見えることから「秋刀
魚」と書いてさんまとよみます。

きのこスープに入っているきくらげには、カル
シウムの吸収を助けてくれるビタミンDが豊富
なので、丈夫な骨を作る役割があります。

ブロッコリー　カリフラワー

お　し　ら　せ

ながねぎ　

きくらげ　しめじ

ごぶづけ　きゅうり

10月4日は「い(1)わ(0)し(4)」の語呂合わせ
で、いわし（鰯）の日です。水揚げされてから
すぐに傷みやすくて弱い魚という意味が、漢字
の由来と言われています。

今日は、マーボー豆腐をスープにしてみまし
た。たっぷり豆腐が入った、ちょっとピリ辛な
スープです。

「食欲の秋」という言葉があるように、秋はお
いしい食べ物が多く出回る時期です。お米やき
のこ、りんご、さんまなど色々な旬の食べ物を
食べて秋を楽しみましょう。

にんじん　ながねぎ

たまねぎ　しょうが　にんにく

きりぼしだいこん　にんじん

こんにゃく　ごぼう

9
ごはん　ぎゅうめし

パリパリづけ

わかめとあぶらあげのみそしる

12

ごはん　あぶら

マーボースープ

ササミカツ ボイルやさいサラダ ほたて ドレッシング　じゃがいも

7
ごはん　とうふよせ とうふよせ ごはん

ごまあぶら　さとう

にんじんいため さつまあげ さとう　でんぷん

にくだんごのみそしる

ごはん　とりつくね

きりぼしだいこんのいために

ごはん

ぎゅうにく　わかめ

8
こめこパン　ブルーベリージャム ササミカツ

ほたてチャウダー　サウザンドレッシング

ながねぎ　しょうが　にんにく

にんじん　ながねぎ　パイン

5
ごはん　いわしオレンジに いわしオレンジに ごはん こんにゃく　にんじん

ひじきのいために さつまあげ　ひじき あぶら　さとう たまねぎ　

じゃがいものみそしる みそ じゃがいも ほししいたけ

6

にくだんご　　みそ

ごはん　はるまき もやし　ぜんまい　わらび　たけのこ

でんぷん

日
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こ　ん　だ　て

ざ　い　り　ょ　う

1
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主に炭水化物・脂肪 主にビタミン類（Ａ・Ｃ）

ごはん　わかたけしのだ わかたけしのだ ごはん　ビーフン

だいこんな

はくさい　ほうれんそう

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

たけのこ　にんじん

ビーフンしおいため ぶたにく　あぶらあげ ごまあぶら　あぶら ピーマン　もやし

主にたん白質・カルシウム

パイン（2まい） かまぼこ　

きのこスープ

もやしのみそしる　おつきみだんご こうやどうふ　みそ

はくさいとほうれんそうのおひたし とうふ　わかめ　

おつきみだんご

ごはん

あぶら

さとう

こめこパンこめこパン　ドライカレー ぶたにく　だいず

とうふとわかめのみそしる みそ

チキンカレー とりにく ごはん　じゃがいも　あぶら あかいりんご　たまねぎ

22
こめこパン　なすとトマトのグラタン アレルギー対応ベーコン こめこパン　 れんこん　きゅうり　たまねぎ

ひじきとれんこんのサラダ

ツナ ドレッシング　 にんじん　ほししいたけ

ミネラルスープ こんぶ　とうふ　なると あぶら　ごま　ごまあぶら ながねぎ

28

26
にしんのこんぶに　 ごはん ふき　こんにゃく

ごはん　さけしおやき さけしおやき

4

ナムルいため とうふ　ぶたにく

ごはん　さんまもみじに さんまもみじに

ごしょりんパンチは、五所川原市産の赤いりん
ごを使ったゼリーと、パイン・りんご・ももの
フルーツを混ぜ合わせた、フルーツポンチで
す。

ごしょりんパンチ こざかな アレルギー対応カレールウ にんじん　りんご　パイン　もも　

アーモンドこざかな さとう　アーモンド にんにく　しょうが

茎わかめは、コリコリした食感で噛みごたえが
あります。よくかんで食べましょう。

わかめは、海の中や収穫した時は茶色い色をし
ていますが、ゆでたり炒めたりすると、緑色に
色が変化していきます。スーパーに行った時
に、ゆでる前かゆでた後か、色を見てみよう。

13
ボロニアカツ とりにく　なると

ほっけは白身魚です。ほっけの旬は、秋から冬
で北海道でよく獲れる魚です。また、ほっけは
カルシウムが豊富で、アジやさんまの３倍あり
ます。

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。

さけは、9月～11月の秋が旬の魚です。さけの
身は赤い色をしていますが、実は白身魚の部類
です。エビやカニを餌として食べているため、
その色素によって赤くなっています。

ごぼうとツナのいためもの

30

えのき　ほうれんそう　にんじん　きくらげ

ぶたにく　みそ

こめこパン

あぶら

あぶらあげ　 あぶら

あぶら　さとう

はるまき

みそ

とうにゅう ジャム　あぶら　アレルギー対応ルウ

とりつくね　

ごはん たまねぎ　こんにゃく

れんこんは、食物繊維が多く含まれています。
おなかの中をきれいにそうじして、便秘や生活
習慣病を予防してくれます。

ごぼうサラダ あつあげ　 アレルギー対応マヨネーズ はくさい　にんじん

はくさいのみそしる みそ さとう

黒糖ビーンズは国産の大豆を使用していて、良
質な植物性たんぱく質と食物繊維をとることが
出来ます。黒糖のほのかな甘みがあり、カリカ
リとした食感です。

豚肉には、疲労回復に役立つビタミンB1が多く
含まれています。ビタミンB1が不足すると、疲
れやすくなったり、食欲がなくなったりしま
す。

鶏もも肉には、まれに骨がついていることがあ
るので、気をつけて食べましょう。豆のサラダ
には、枝豆・大豆・いんげん豆・ひよこ豆と4
種類の豆が入っています。まめのサラダ あぶらあげ　まめ ごま　ごまあぶら

わかめスープ アレルギー対応ベーコン ごま　さとう ほししいたけ　ながねぎ

あさりのみそしる あぶらあげ　みそ さとう　

ほうれんそう　

食物アレルギー対応食こんだてのおしらせ

※ 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。


