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じゃがいもやナス、トマトやピーマンは、実
はすべて同じ仲間の「ナス科」の植物です。
色は違いますが、みんなそっくりな形の花を
咲かせます。

フルーツゼリー こざかな じゃがいも　カレールー にんにく　なす　パイン　りんご

アーモンドこざかな カットゼリー　アーモンド もも　みかん

みそは大豆を発酵させて作る調味料です。味
付けのほかにも、魚のくさみをとったり、肉
をやわらかくする効果があります。

みずのあぶらいため ササミカツ　ゆば サラダあぶら たまねぎ　にら

にらとゆばのみそしる みそ　こうやどうふ でんぷん

★ごしょ山宝汁の日★
つくねいもは、生だと長いもよりも
粘りが強いのが特徴。加熱すると

ホクホクの食感になります。

アスパラのごまあえ ぶたにく さとう　しろごま にんじん　だいこん　ながねぎ

ごしょさんぽうじる こうやどうふ きくらげ　たもぎたけ　しめじ　まいたけ　こんにゃく

24
ごもくラーメン ぶたにく こめこめん にんじん　はくさい　きぬさや

きくらげは、漢字で「木耳」と書きます。こ
れは枯れ木に生えている形が、人の耳に似て
いるからだそうです。

とうふにくみそつつみやき なると　とうふにくみそつつみやき ごまあぶら　サラダあぶら ながねぎ　きくらげ　メンマ　もやし

ブロッコリーのツナあえ ツナフレーク アレルギー対応マヨネーズ ブロッコリー　とうもろこし

25
ごはん　ササミカツ

大学芋は、油で揚げたさつま芋に糖蜜等をか
らめた料理です。大学芋とは、東京大学・赤
門前の蒸し芋屋さんで売られ、好評だったた
め呼ばれるようになったという説がありま
す。

キャベツのしおこんぶあえ しおこんぶ ごまあぶら　サラダあぶら にんじん　ながねぎ　キャベツ

だいがくいも（小２コ：中３コ） あぶらあげ だいがくいも　くろごま

しめじ　まいたけ　しいたけ

ごはんにタレを少しかけ、いかの天ぷらをの
せ、残りのタレをかけると天丼になります。
咀しゃくの習慣化に「いか」はもってこいの
食材です。みなさん、よく噛んで食べましょ
う。

なめたけあえ　かばやきのタレ あつあげ サラダあぶら キャベツ　にんじん　ながねぎ

キャベツのみそしる みそ さとう

はくさいのクリームに とうにゅう じゃがいも　アレルギー対応マヨネーズ

30
ごはん　いかのてんぷら（２コ） いかのてんぷら ごはん こまつな　だいこん　えのきだけ

26
ごはん　にしんのてりに にしんのてりに ごはん　　つくねいも アスパラガス　ピーマン　ごぼう

さつまあげ ごはん　さとう みず　こんにゃく　にんじん

27
なすとひきにくのカレー ぶたにく ごはん　サラダあぶら たまねぎ　にんじん　しょうが

20
ごはん　バラやき

19
こめこパン　ハムステーキ ハムステーキ こめこパン　サラダあぶら はくさい　にんじん　たまねぎ

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　さとう マッシュルーム　ブロッコリー

18
ごはん　いわしのおろしに いわしのおろしに ごはん　ごまあぶら　しろごま にんじん　ごぼう　こんにゃく

青森県産のごぼうを使っています。ごぼうは
食物せんいが豊富で、便秘や生活習慣病を予
防してくれます。

きんぴらごぼう さつまあげ サラダあぶら　さとう たまねぎ　ながねぎ　だいこん

さといものみそしる あぶらあげ　みそ さといも しいたけ

ごはん　こめこぎょうざ（２コ） こめこぎょうざ ごはん なす　たけのこ　しめじ　まいたけ
きのこには食物繊維がたっぷり含まれていま
す。おなかの中をきれいにそうじして、便秘
を予防してくれますよ。

マーボーなす ぶたにく サラダあぶら　さとう きくらげ　にんじん　チンゲンサイ

きのこスープ かまぼこ でんぷん　ごまあぶら しょうが　にんにく

ブロッコリーやカリフラワーは、花のつぼみ
の部分を食べる野菜です。つぼみを食べる野
菜の仲間には、他にもみょうがなどがありま
す。

ブロッコリーとひじきのあえもの ひじき　かつおぶし アレルギー対応マヨネーズ ながねぎ　しいたけ　しょうが

ほたてじる ほたて　わかめ　みそ

13
きのことぶたにくのカレー ぶたにく ごはん　サラダあぶら

五所川原市立学校給食センター

「がんもどき」と「さつまあげ」は、見た目
が少し似ていますが、「がんもどき」は豆腐
から、「さつまあげ」は魚のすり身から作ら
れます。

11月は青森県産の野菜が多く出回る
時期です。給食にも青森県産品が

たくさん登場します。
おいしく食べてくださいね。

大豆には、「畑の肉」と呼ばれるほど、たん
ぱく質が多く含まれています。肉や魚、卵と
同じ、赤色の食べ物の仲間に分類されます。

かぼちゃは日本での生産量第一位が、北海道
です。旬は８月から１２月です。ビタミン
C、カリウム、ビタミンEなどが多く、栄養
たっぷりです。

日本・中国・韓国の３カ国の専門家や学者に
よる「箸国際学術シンポジウム」では、11月
11日を「箸の日」に制定しています。これは
ビジュアル的に、箸２膳が並んでいるという
イメージから決められたようです。

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。

寒くなるとおいしくなる白菜ですが、精進料
理では大根・豆腐とともに「養生三宝」とよ
ばれ、貴重な食材とされています。

ステムレタスは中国原産の野菜で、山クラゲ
はこの茎を細く裂いて乾燥させたものです。
歯ごたえがクラゲに似ていることから、山ク
ラゲと呼ばれるようになったようです。

ふるさと産品給食の日

今日の食材はほとんどが青森県産です。
青森県の生産者さんに感謝して、

おいしく頂きましょう。

もやしのちゅうかあえ じゃがいも　カレールー にんにく　もやし　きゅうり

なすのみそしる とうふ　みそ でんぷん

ラ・フランスゼリー ごまあぶら　しろごま　ゼリー しめじ　マッシュルーム

たまねぎ　にんじん　しょうが

16
ごはん　チキンてりやき チキンてりやき ごはん ブロッコリー　だいこん　にんじん

17

なす　にんじん　ながねぎ
12

ごはん　ほたてのみそたつたあげ（３コ） ほたてのみそたつたあげ ごはん　サラダあぶら たまねぎ　えだまめ　しょうが

しじみじる しじみ　みそ

ながいものそぼろに ぶたにく ながいも　さとう

11
ごはん　ケチャップにくだんご（２コ） ケチャップにくだんご ごはん

さとう

りんごいりポテトサラダ

やさいスープ

はくさい　たまねぎ　にんじん

10
きのこうどん とりにく

アレルギー対応ベーコン じゃがいも

9
ごはん　さばのみそに

がんもどきのみそしる がんもどき　みそ ごまあぶら こんにゃく　わらび　きくらげ

ケチャップ＆マスタード サラダあぶら

6
ごはん　いわしごまみそに いわしごまみそに ごはん　しろごま にんじん　こんにゃく

ひじきとだいずのごもくに ひじき　さつまあげ　だいず サラダあぶら ごぼう　もやし　ながねぎ

ごはん だいこん　えのきだけ　にんじん

だいこんのそぼろに とりにく チンゲンサイ　グリンピース

こめこパン　アレルギー対応マヨネーズ

4
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2

ごはん　キャベツいりつくね キャベツいりつくね

5
こめこパン　ポークウインナー アレルギー対応ベーコン

パンプキンポテサラ　ミネストローネ アレルギー対応ポークウインナー　

サラダあぶら　さとう

じゃがいも　 たまねぎ　セロリ　ズッキーニ

チンゲンサイのみそしる あつあげ　みそ でんぷん しょうが

もやしのみそしる わかめ　とうふ　みそ さとう

アレルギー対応マヨネーズ きゅうり　パセリ

やまくらげのいためもの

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

ほそたけ　ぜんまい　えのきだけ

さんさいいため とりにく サラダあぶら にんじん　ながねぎ　キャベツ

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　さめのにつけ さめのにつけ ごはん　さとう

かぼちゃ　きゅうり　にんじん

ブロッコリー　トマト　パセリ　にんにく

やまくらげ　こんにゃく

さつまあげ サラダあぶら　ごまあぶら にんじん　ながねぎ

さばのみそに ごはん

マッシュルーム　りんご　

こめこうどん　

先月に引き続き、A5ランクの県産牛肉が登場
します。今回は、十和田市などの南部地方で
ご当地グルメとされているバラ焼きにしてみ
ました。ご飯がすすむこと間違いなし！！

さくらだいこん とうふ サラダあぶら にんじん　だいこんな

なっぱじる　 みそ

ぎゅうにく ごはん たまねぎ　にら　だいこん

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。


