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ごはん　ぶたにくのしおこうじやき ぶたにくのしおこうじやき ごはん　

あじつきもちいなり

ごまごぼうサラダ

にんじん　ながねぎ

アレルギー対応マヨネーズ　ごま

あぶらあげ あじつきもちいなり

★大豆とくしゅう★⑤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。

★大豆とくしゅう★⑧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。

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★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。

ほうれん草などの青菜は、冬が旬です。夏の
ハウス栽培に比べてビタミンやミネラルが多
く、栄養価が高くなります。

★大豆とくしゅう★③油揚げ
みそ汁の具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。

★大豆とくしゅう★④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。

★大豆とくしゅう★⑥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。

生活習慣病の原因のひとつは、食塩の摂りす
ぎです。麺類のスープは全部飲まずに残す
と、約２～３ｇ減塩できます。

今回の給食で使用する真鯛は、愛媛県から無
償で提供していただきました。真鯛の養殖は
愛媛県が日本一で、その量は全国の半分以上
です。黒潮がたくさん入ってくる海で愛情込
めてに育てられた、おいしい鯛ですよ。

にんじん　だいこんぱ

にんじん　もやし　キャベツ

しそ　きゅうり  しょうが　パイン　みかん　もも　りんご

ごはん　 わらび　いとこんにゃく
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ごはん　いわしこんぶに いわしこんぶに　ビーンズカル
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1

ちゅうかコーンスープ とうふ　 でんぷん　さとう　 たまねぎ　しいたけ　にんにく　しょうが

ごはん なのはな　にんじん

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

たけのこ　にんじん　ピーマン

ビーフンのしおいため ぶたにく　 サラダあぶら  ごまあぶら とうもろこし　チンゲンサイ

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　シューマイ（小２：中３） シューマイ ごはん　ビーフン

せつぶんけんちん　ビーンズカル あぶらあげ　

4
こめこパン　ハムカツ　ソース ハムカツ こめこパン　サラダあぶら きゅうり　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　じゃがいも セロリ　ブロッコリー　トマト

5
だいこん　ほうれんそう　りんご

ぶたにく

さといものみそしる みそ　 さといも　 しいたけ　しょうが

サラダあぶら　さとう たまねぎ　ほうれんそう

ふゆやさいのキーマカレー

8

ごはん　じゃがいも

カットりんご サラダあぶら

日本で作られている砂糖は、沖縄などあたた
かい地域で栽培される「サトウキビ」と、北
海道など涼しい地域で栽培される「テンサ
イ」が主な原料です。

雪人参は深浦町産のものを使用しています。
日本海からの潮風とミネラル成分が多い土
地、適度な積雪という条件が重なり、野菜と
は思えないフルーティな甘さが特徴のにんじ
んになります。

健康な体をつくるためには、栄養バランスの
よい食事・十分な睡眠・適度な運動が大切で
す。不規則な生活をしている人は、見直して
みましょう。

ワンタンスープ　チョコプリン なると　 こめこワンタン　チョコプリン メンマ（たけのこ）

にんじん　もやし　チンゲンサイ

もやしいため ぶたにく　あつあげ サラダあぶら ニラ　ながねぎ　しいたけ

キャベツのみそしる みそ　 でんぷん　さとう

たまねぎ　にんじん　なす　うり

ふくじんづけ

ごはん　さけフライ　ソース さけフライ

ごはん　さんまのおかかに さんまおかかに ごはん　

とうにゅうゼリー アレルギー対応カレールウ　さとう

ごはん　さばのしょうがに

12
ごはん　にくだんご（２コ） にくだんご　わかめ ごはん　ごまあぶら

10
れんこんのきんぴら ちくわ　とうふ サラダあぶら　さとう

9
ちからうどん とりにく　なると こめこうどん　さとう

さばのしょうがに　すきこんぶ ごはん　

すきこんぶのいために さつまあげ　あぶらあげ

19

ながいものゆかりあえ

五所川原市立学校給食センター

★大豆とくしゅう★①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。

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。今年は
1897年以来、124年ぶりに2月2日が節分で
す。

ミネストローネとは、主にトマトを使ったイ
タリアの野菜スープのことです。トマトはリ
コピンという色素で、赤色になっています。

★大豆とくしゅう★②がんもどき
豆腐を袋に入れて水を切り、ねばりが出るま
で練り、とろろ芋、人参、昆布、ごまなどを
加えてこね、油で揚げたものです。

なめこじる みそ　 ごまあぶら　ごま だいこん　なめこ　はくさい

ほうれんそうのなめたけあえ

ごぼう　きゅうり　みかん

なめたけ　しょうが　にんにく

ながねぎ　しょうが

たまねぎ　にんじん　れんこん

さとう　アレルギー対応カレールウ

れんこん　いとこんにゃく

にんじん　いとこんにゃく

こまつな　しいたけ

がんもどきのみそしる みそ　

ミネストローネ

17
ごはん　とうふのにくみそあん とうふのにくみそあん ごはん　 きゅうり　はくさい　にんじん

16
ごはん　ササミカツ ササミカツ　みそ　あさり ごはん　さとう きりぼしだいこん　ニラ

きりぼしだいこんとあさりのいりに あぶらあげ　こうやどうふ サラダあぶら にんじん　

にらとゆばのみそしる ゆば じゃがいも　こめこ たまねぎ　いとこんにゃく

ながいも　さとう ほうれんそう　ながねぎ　しめじやきどうふ　とりにく

はるさめサラダ ツナ　とりにく はるさめ　ごま　さとう きくらげ　ながねぎ　きゅうり

にんにく

15

アレルギー対応マヨネーズ　こめこ ほうれんそう

じゃがいも　さとう　でんぷん たまねぎ　にんじん　パセリ

やさいとウインナーのスープ

22
ごはん　てりやきチキン てりやきチキン ごはん ほうれんそう　ブロッコリー

ブロッコリーのマヨネーズあえ おかか　ひじき　ほたて アレルギー対応マヨネーズ だいこん　にんじん

ほたてじる わかめ　みそ　

24
ごはん　さわらのさいきょうやき

18
こめこパン　ハムステーキ

26
ごはん　こめこぎょうざ（２コ） こめこぎょうざ ごはん　さとう なす　たけのこ　チンゲンサイ　しょうが

ながねぎ

さわらのさいきょうやき

ながいものそぼろに ぶたにく　とうふ　つみれ ながいも　さとう にんじん　はくさい　ごぼう

つみれじる みそ　

25
ごはん　サラダあぶら きゅうり　キャベツ　りんご

りんごいりポテトサラダ アレルギー対応ウインナー

ポークビーンズカレー ぶたにく　だいず

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。

マーボーなす ぶたにく サラダあぶら　こめこ にんじん　まいたけ　きくらげ　にんにく

きのこスープ いとかまぼこ　みそ でんぷん　ごまあぶら しめじ　キャベツ

サラダあぶら　でんぷん

ハムステーキ こめこパン ブロッコリー　アスパラガス

グリーンサラダ　かんきつドレッシング アレルギー対応ベーコン ドレッシング きゅうり　ゆきにんじん　パセリ

ゆきにんじんのポタージュ とうにゅう じゃがいも　さとう マッシュルーム　たまねぎ

ごはん　 たまねぎ　えだまめ　しょうが

だいこん　れんこん　なたまめ　にんにく

さとう ながねぎ　しょうが

たいのみそなべ たい　みそ　 いとこんにゃく　　ゆかり（あかじそ）　えのきだけ

ごはん　じゃがいも　サラダあぶら

フルーツあんにん

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。


