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はるさめサラダ

チゲスープ

メンチカツにはソースをかけて食べると
おいしいですよ！

2

アレルギー対応ベーコン

令和２年

みそ サラダあぶら　ごまあぶら

ごはん　しゅうまい（２こ）

3
こめこパン　りんごジャム チキントマトに

チキントマトに　ポテトサラダ

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

ピーマン　たけのこ　にんにく

チンジャオロースー ぶたにく サラダあぶら　 しょうが　にんじん　はくさい

やさいスープ じゃがいも キャベツ　たまねぎ

きんぴらごぼう

カットりんご

たまねぎ

日
　
曜

えのきたけ　ながねぎ　しいたけ

きりぼしだいこんいため さつまあげ にんじん　きりぼしだいこん　

こめこパン　ジャム きゅうり　にんじん

サラダあぶら　さとう

アレルギー対応マヨネーズ とうもろこし

じゃがいものみそしる わかめ　みそ じゃがいも

主に炭水化物・脂肪 主にビタミン類（Ａ・Ｃ）

ごはん　こめこぎょうざ（２こ） こめこぎょうざ ごはん　

こ　ん　だ　て

ざ　い　り　ょ　う

1

またまたＡ５ランクの県産牛肉が登場し
ます。今回は牛肉がたくさん入ったビー
フストロガノフです。ビーフストロガノ
フはロシアの代表的な牛肉料理です。

グリーンサラダ　イタリアンドレッシング じゃがいも　さとう　サラダあぶら ブロッコリー　アスパラガス

カットオレンジ アレルギー対応ハヤシルウ オレンジ　にんにく

18
ごはん　ビーフストロガノフ ぎゅうにく ごはん　ドレッシング たまねぎ　マッシュルーム

ごはん こんにゃく　

8
ほたてみそラーメン

くりコロッケ にんじん　もやし　とうもろこし

4
ごはん　チキンカレー とりにく ごはん　じゃがいも にんじん　たまねぎ　あかいりんご

ごしょりんネージュ アレルギー対応カレールウ しょうが　にんにく　もも　パイン

ふくじんづけ しらたま　さとう　サラダあぶら りんご　みかん　ふくじんづけ

7
ごはん　さとうごはん　さんまおろしに

赤魚西京焼きは、関西地方で作られる｢
西京みそ｣につけて焼いたものです。一
般のみそより甘みがあるのが特徴です。

ほたて こめこめん チンゲンサイ　キャベツ　しょうが

ぶたにく くりコロッケ　さとう

にんにく　ながねぎ　りんご

里いもは、山でとれる「山いも」に対
し、人里で栽培されたことからこの名前
がつきました。ぬめり成分には免疫力を
高める効果もあります。

はるさめ　サラダあぶら

とうふあんづつみ　 ごはん　

こんにゃく　にんじん　

チンゲンサイ

もやしは、畑ではなくほとんどが工場で
作られています。他には、温泉やわき水
を利用して作られているものもありま
す。チンゲンサイ

しゅうまい ごはん はくさい　にんじん　きゅうり

ごま　ごまあぶら もやし　きくらげぶたにく　とうふ　

ながねぎ　にら　こんにゃくツナフレーク　わかめ

にんじんのこあえは、青森県の代表的な
郷土料理です。栄養があっておいしい伝
統の味を守っていきたいものです。

はるさめいため　パックソース ぶたにく はるさめ たまねぎ　チンゲンサイ

にんじんこあえ たらこ　こうやどうふ さとう ながねぎ　はくさい

なめこじる とうふ　みそ サラダあぶら なめこ　だいこん

みずのあぶらいため さつまあげ　 さとう にんじん　ごぼう　

さといものみそしる

こまつなのみそしる みそ　ゆば こまつな　ながねぎ

もやしのみそしる みそ　あつあげ サラダあぶら

ごはん　とうふあんづつみ

だいこん　だいこんな

さんまおろしに

五所川原市立学校給食センター

チンジャオロースーのチンジャオはピー
マン、ローは肉、スーは細切りという意
味です。

私たちが毎日食べているお米は、日本の
気候にあっていて、２千年以上前から大
切に栽培されてきました。給食のお米は
青森県産「つがるロマン」です。

ごしょりんネージュは、ごしょりんパン
チに白玉を入れたものです。白玉は、の
どに詰まらせないように、少しずつよく
かんで食べてください。

りんごジャムは、青森県産のりんごを使
用しています。りんごは全国の収穫量の
６割が青森県産です。

野菜たっぷりのチゲスープはちょっと辛
いけど、身体が温まりますよ。

すきこんぶは、三陸海岸で採れたもので
す。三陸海岸はリアス式海岸で、おいし
い海藻が採れる地形だそうです。

・りんごは、五所川原市産です。
・みそラーメンに、青森県産のほたてが
入っています。ほたては低脂肪で良質の
たんぱく質がとれる食品です。

お　し　ら　せ

だいこんは、根の部分は淡色野菜です
が、葉の部分は緑黄野菜です。今日のみ
そ汁には、根の部分も葉の部分も入って
います。ごまあぶら ながねぎ

さつまあげ サラダあぶら　ごま

こんにゃく　ごぼう　にんじん　

ごはん　ぶたみそやき ぶたみそやき

つみれスープ つみれ さとう　ごまあぶら

主にたん白質・カルシウム

さばみそに ごはん

メンマいため ぶたにく サラダあぶら メンマ　キャベツ　

キャベツのみそしる あつあげ　みそ サラダあぶら キャベツ　たまねぎ

10
こんにゃく　にんじん

だいこんのみそしる あぶらあげ　みそ

すきこんぶのにもの こんぶ　さつまあげ さとう

9

15
ごはん　にくだんご（２こ） にくだんご ごはん たまねぎ　とうもろこし

ジャーマンポテト アレルギー対応ベーコン じゃがいも もやし　にんじん　

14
ごはん　あかうおさいきょうやき あかうおさいきょうやき ごはん にんじん　こんにゃく

11
ごはん　さばみそに

16
ごはん　てりやきチキン てりやきチキン ごはん こんにゃく　みず

22
カレーうどん ぶたにく こめこうどん　アレルギー対応カレールウ にんじん　たまねぎ

あぶらあげ　みそ さといも　サラダあぶら だいこん　ながねぎ

こめこマカロニ　サラダあぶら きくらげ　しめじ　えのきだけ

きのこスープ 　 アレルギー対応マヨネーズ たまねぎ

21
わかめごはん　さけしおやき

はくさい　にんじん

はくさいのみそしる あつあげ　みそ だいこん　ながねぎ

少し早いけどクリスマスケーキをお届け
します。豆乳と米粉で作られた乳卵小麦
なしのケーキです。カリフラワーサラダ　ごまドレッシング あぶらあげ ごまドレッシング　 ながねぎ　しいたけ　カリフラワー

クリスマスケーキ さとう　ケーキ キャベツ　とうもろこし

17
こめこパン　メンチカツ メンチカツ こめこパン　 きゅうり　にんじん

マカロニサラダ　パックソース かまぼこ

冬休み中も早寝早起きを心がけ、ウイル
スに負けないような生活をしましょう。

ワンタンスープ ぶたにくいりワンタン（米粉） さとう　 ごまあぶら ながねぎ　もやし

23
ごはん　しろみざかなフライ しろみざかなフライ　 ごはん　サラダあぶら にんじん　たけのこ

わかめ ごはん かぼちゃ　 今日は「冬至」です。１年の間で昼が最
も短く、夜が最も長くなる日です。冬至
にかぼちゃを食べると風邪をひかないと
いわれています。

かぼちゃのあまに さけしおやき さとう

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。


