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五所川原市立学校給食センター

日
　
曜

こ　ん　だ　て

ざ　い　り　ょ　う

お　し　ら　せ

栄　養　価

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 エネルギー

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）         kcal

1
ごはん　さばみそに ぎゅうにゅう　さばみそに ごはん　 こんにゃく　だいこん　 しいたけ

切干大根は、青森県産の大根を県内工
場で加工したものです。日の光を浴び
た大根は栄養がアップします。

きりぼしだいこんいため さつまあげ　 サラダあぶら　 にんじん　こまつな　

あつあげのみそしる あつあげ　みそ さとう はくさい　ながねぎ

2
みそラーメン ぎゅうにゅう　 ちゅうかめん キャベツ　にんじん　たまねぎ

なのはなサラダ とりにく

カットりんごは、五所川原市産のサン
ふじです。りんごは、約4000年前に
は栽培されていたというほど、とても
古い歴史をもつ果物です。

しゅうまい（２こ） にくしゅうまい さとう もやし　とうもろこし　しょうが

カットりんご ぶたにく　みそ きくらげ　りんご

ごまドレッシング なのはな　はくさい　だいこん　

無償提供された愛媛県産の真鯛を使用
した潮汁です。潮汁とは魚介類を煮
て、だしをとり、塩などで味付けした
お吸い物です。汁にうろこが入ってい
る場合もあります。

5
ごはん　ほたてフライ（3こ）パックソース ぎゅうにゅう　ほたて ごはん　サラダあぶら きくらげ　にんじん　しょうが

4

3 はっこう
にゅう

（いちご味）

ごもくごはん　チキンくわやき はっこうにゅう ごはん ごぼう　たけのこ　しいたけ　こんにゃく

たいのうしおじる　ひなあられ たい　 ひなあられ えのきたけ　にんじん　ながねぎ

鮭チーズ焼きは、北海道で獲れた鮭の
切り身にパン粉と粉チーズを付けて焼
いたものです。サクサクしておいしい
です。

ひじきいため　 さけチーズころもやき サラダあぶら チンゲンサイ　キャベツ

チンゲンサイのみそしる ちくわ　あぶらあげ　みそ さとう ながねぎ

ごはん　さけチーズころもやき ぎゅうにゅう　ひじき ごはん こんにゃく　にんじん　

ほててフライは、無償提供されたもの
です。青森県のほたては、水揚げ量が
北海道に次ぐ全国2位で県を代表する地
場産品です。

はるさめサラダ とりにく　わかめ ごま　 きゅうり　もやし　たまねぎ

ワンタンスープ ぶたにく はるさめ　ワンタン しいたけ　ながねぎ

8
ごはん　にしんこんぶに ぎゅうにゅう　とりにく　 ごはん れんこん　にんじん　こんにゃく

おでんに青森県産のたこボールが入っ
ています。たこは、世界に200種、日
本近海には、60種ほど生息していると
言われています。たこは寒い時期に味
が良くなるそうです。

いんげんごまあえ ちくわ　さつまあげ　がんも

鶏と根菜の煮物に鶏もも肉を使用して
います。鶏もも肉には、まれに骨が付
いていることがあるので、気をつけて
食べてください。

とりとこんさいのにもの にしんこんぶに　 サラダあぶら　 ごぼう　きぬさや　こまつな

こまつなのみそしる あぶらあげ　とうふ　みそ さとう たまねぎ

ごま にんじん　だいこん　

みそおでん たこボール　こんぶ　みそ しょうが　

11
こめこパーカーパン　えびカツ　パックソース ぎゅうにゅう　えびカツ こめこパーカーパン たまねぎ　にんじん

10

9
わかめごはん　にたまご ぎゅうにゅう　わかめ　にたまご ごはん　 いんげん　こんにゃく

中学3年生は、最後のカレーですね。
ささやかですが米粉と豆乳のケーキで
お祝いします。ご卒業おめでとうござ
います。

おいわいケーキ ぶたにく じゃがいも　カレールウ だいこん　なす　うり　なたまめ

ふくじんづけ チーズ さとう　ケーキ れんこん　りんご　きゅうり　しそ

ごはん　ポークカレー ぎゅうにゅう　 ごはん　バター　 にんじん　たまねぎ　にんにく　しょうが

スープにパセリが入っています。パセ
リは、香りと見た目が良い野菜で、日
本で最も利用されているハーブの１つ
です。

ボイルブロッコリー ベーコン サラダあぶら　もちむぎ しめじ　ブロッコリー

もちむぎいりオニオンスープ サウザンドレッシング パセリ

12
ごはん　あかうおさいきょうやき ぎゅうにゅう　とりにく　 ごはん　さとう にんじん　こんにゃく

わかめは、三陸海岸でとれたもので
す。わかめというと緑色を思い浮かべ
ると思いますが、海の中では黒ずんだ
茶色をしています。ミネラルを豊富に
含む健康的な食材です。

チンジャオロースー ぶたにく

いももち汁は、しょうゆで味付けして
います。しょうゆは、日本特有の調味
料です。大豆・小麦・塩に麹菌を加え
発酵成熟させたものです。

くきわかめいため あかうおさいきょうやき サラダあぶら だいこん　ごぼう

いももちじる くきわかめ　ちくわ いももち しいたけ　ながねぎ

サラダあぶら ピーマン　えのきたけ　たまねぎ

わかめスープ わかめ　かまぼこ にんにく　キャベツ　にら

17
ごはん　ハンバーグ ぎゅうにゅう　 ごはん　じゃがいも たまねぎ　とうもろこし
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15
ごはん　ぎょうざ（２こ） ぎゅうにゅう　ぎょうざ ごはん にんじん　たけのこ　しいたけ

小学6年生のみなさん　ご卒業おめでと
うございます。中学校での給食も楽し
みにしてください。

かぼちゃコロッケ とりにく　なると サラダあぶら ほそだけ　えのきたけ　きくらげ

おいわいゼリー あぶらあげ　 じゃがいも　ゼリー ながねぎ　にんじん　たまねぎ

さんさいうどん ぎゅうにゅう うどん　 かぼちゃ　わらび　ぜんまい

もやしは、豆のほかに色々な野菜の種
からも作られます。ビタミンや食物繊
維が豊富に含まれています。

じゃがいもソテー ハンバーグ サラダあぶら にんじん　もやし　

もやしのみそしる ベーコン　みそ ふ チンゲンサイ　

18
ごはん　チキンカレー ぎゅうにゅう　　 ごはん　じゃがいも にんじん　たまねぎ　にんにく　しょうが

なめこ汁に五所川原市産の豆腐を使用
しています。豆腐は、日本の代表的な
食べ物の一つですが、もとは中国から
伝わったものです。

にんじんいため さつまあげ　

すっかりお馴染みになったごしょりん
パンチです。五所川原市産の赤～いり
んごジュレの色と味をお楽しみくださ
い。

ふくじんづけ とりにく カレールウ　さとう だいこん　なす　うり　なたまめ　れんこん

ごしょりんパンチ チーズ あかいりんご　りんご　パイン　みかん　もも

さとう なめこ　しいたけ　

なめこじる とうふ　みそ サラダあぶら はくさい　ながねぎ

23
ごはん　とりからあげ（小２こ　中３こ） ぎゅうにゅう　 ごはん　サラダあぶら ごぼう　にんじん

22

19
ごはん　にくだんご（２こ） ぎゅうにゅう　にくだんご ごはん　 にんじん　こんにゃく

じゃがいもは、ナス科の野菜で、身体
の抵抗力を高めてくれるビタミンＣを
多く含んでいます。

メンマソテー さんまかんろに　ぶたにく じゃがいも たまねぎ　にんじん

じゃがいものみそしる わかめ　みそ さとう

ごはん　さんまかんろに ぎゅうにゅう　 ごはん　サラダあぶら メンマ　こんにゃく

ほたてスープ ぶたにく　ほたて　 サラダあぶら ながねぎ　キャベツ　

キャベツには、胃腸薬にも使われる
キャベジンという成分が含まれてい
て、おなかにやさしい野菜です。

ごぼうサラダ とりからあげ マヨネーズ　ごま きゅうり　キャベツ　

キャベツのみそしる あぶらあげ　みそ たまねぎ

今年度最後の給食になりました。なに
か思い出に残る給食はありましたか？
1年間ご協力ありがとうございました。

そぼろは、豚ひき肉とそぼろ卵、ほう
れん草を炒めて混ぜ合わせたもので
す。ごはんにかけて食べてください。

25
せわりコッペパン　ポークウインナー ぎゅうにゅう　 せわりコッペパン　 にんじん　だいこん　

24
そぼろごはん ぎゅうにゅう　 ごはん　サラダあぶら しょうが　ほうれんそう　

やきそば　ケチャップ＆マスタード ポークウインナー

ながいもサラダ　あおじそドレッシング ぶたにく　たまご ながいも　ドレッシング しめじ　まいたけ　きくらげ

きのこスープ かまぼこ さとう　 にんじん　ながねぎ

ちゅうかめん　でんぷん しいたけ

こんだてのおしらせ

※魚には、骨がついていることがあるので、気をつけて食べてください。おはしを使って上手にとりましょう。

※献立の変更があるかもしれません。その際は、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。


