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にんじん　だいこん

だいこんのみそしる とうふ　あぶらあげ　みそ にんにく　ながねぎ

たけのこ　ピーマン

発酵乳はプレーン味です。発酵乳の空容器
は、納入業者が回収します。五所川原市で
は、発酵乳の他に五所川原市産のりんごを
使用した、りんごジュースも給食につきま
す。

カレーの副菜に、フルーツポンチがつきま
す。五所川原市産のりんごを使用したりん
ごピーセスと、パイン、みかん、ももを混
ぜ合わせたデザートです。

さばのみそ煮は、給食で人気のあるメ
ニューです。しっかりとした味つけです
が、減塩のものになっていて、ごはんにも
よく合います。

青椒肉絲は、中国から伝わったピーマンの
細切りと、お肉を炒めた料理のことです。
中国では豚肉を使うのが一般的です。

チンジャオロースー

たまねぎ　にんじん　にんにく

しょうが　だいこん　なす　うり

ポテトサラダに使われるじゃがいもは、主
に男爵いも系の品種で、加熱するとホクホ
クするのが特徴です。

カレーは、給食の大人気メニューです。給
食では、ルウをブレンドし、五所川原市産
のりんごピューレ、青森県産のにんにく・
牛乳などの調味料を入れておいしく仕上げ
ています。今日は、入学と進級をお祝いし
て、ゼリーがつきます。

ほうれんそうは、緑黄色野菜です。ビタミ
ン・鉄・カルシウムなどを豊富に含んだ野
菜です。

・1年生は初めてのラーメンですね。どんぶ
りを持つ時や食べる時はやけどしないよう
にしましょう。
・ヨーグルトの空容器は、納入業者が回収
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、気を付けて食べましょう。
いももち汁には、もちもちした食感のじゃ
がいももちが入っています。

きんぴらごぼうに入っているごぼうは、青
森県産です。ごぼうには、食物繊維が多く
含まれていて、おなかのおそうじをするは
たらきをしてくれます。

にんにく　しょうが　アスパラガス

ハンバーグ　すきこんぶ　

ごはん　　ながいも たまねぎ　えだまめ　

ながいものそぼろに ほっけしおやき ながねぎ　こまつな

ごはん　ビーフン たけのこ　にんじん　ピーマン

サラダあぶら　さとう

あぶらふのみそしる ぶたにく　とうふ　みそ でんぷん　あぶらふ しょうが

日
　
曜

こ　ん　だ　て

ざ　い　り　ょ　う

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

もやし　にんじん　ぜんまい　にら

ナムルサラダ こんぶ　とうふ ごま せり　きくらげ　ほうれんそう

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）

8
ごはん　やきぎょうざ（2こ） ぎゅうにゅう　やきぎょうざ ごはん　

ミネラルスープ なると しいたけ　キャベツ　ながねぎ

9
ごはん　ほっけしおやき ぎゅうにゅう　

12
ごはん　かにかまたまごまき ぎゅうにゅう　

ビーフンしおいため かにかまたまごまき　みそ

サラダあぶら　 にんじん　たまねぎ
14

ぎゅうにゅう

サラダあぶら　 はくさい　えだまめ　とうもろこし

にくだんごのみそしる ぶたにく　にくだんご

ごはん　さわらさいきょうやき

16
ごはん　ポークカレー ぎゅうにゅう

おいわいゼリー

だいこんぱ

たまねぎ　

13
ごはん　とりのしょうがやき ぎゅうにゅう ごはん キャベツ　ブロッコリー

キャベツのごまサラダ とりにくのしょうがやき ごま　さといも しょうが　たまねぎ

さといものみそしる あぶらあげ　わかめ　みそ アレルギーたいおうマヨネーズ

みず　こんにゃく

みずのあぶらいため さわらさいきょうやき　みそ

きゅうり　たまねぎ

19
ごはん　ハンバーグおろしソース

すきこんぶいため

ほうれんそうのみそしる

20

ごはん　

とうふのみそしる ぶたにく　とうふ　あぶらあげ

ボイルサラダ　あおじそドレッシング ぶたにく バター　さとう　カレールウ

15
しょくパン　りんごジャム ぎゅうにゅう　 しょくパン

さとう

ササミカツ ササミカツ ジャム　サラダあぶら

たまごサラダ　やさいスープ

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。

ビーフンは、うるち米から作られていま
す。中華料理の材料の一つでもあり、ライ
スヌードルとも言われています。あっさり
とした味で、弾力があります。今日は、豚
肉や野菜と一緒に炒めて、塩味で味つけし
ています。

キャベツのごまサラダは、キャベツとブ
ロッコリーをごまあえの素とマヨネーズで
和えたサラダです。サラダに使用している
マヨネーズは、乳・卵不使用のものです。

「みず」は、別名でウワバミソウとも呼ば
れる山菜の仲間です。山菜の中でも苦味が
少なく、食べやすいのが特徴です。

みなさんはきちんと手洗いができています
か？パンの日は特に直接手でパンにさわり
ます。手についたウイルスや細菌を口の中
に入れないために、食事の前は毎回石鹸を
使ってよく洗いましょう。

五所川原市立学校給食センター

        kcal

栄　養　価

エネルギー

ご入学・ご進級おめでとうございます

今日から給食がスタートします。元気な体
ですごすために、好き嫌いせずに食べま
しょう。

とうもろこし　にんじん

キャベツ　

ブロッコリー

ぎゅうにゅう　ちくわ ごはん　　 だいこん　にんじん　

ごはん　じゃがいも たまねぎ　にんじん　りんご

たまご　ベーコン マヨネーズ

サラダあぶら こんにゃく　ほうれんそう

とうふ　あぶらあげ　みそ さとう たまねぎ　しょうが

チーズ ドレッシング　ゼリー

しょうゆラーメン ぎゅうにゅう ちゅうかめん にんじん　もやし

ボロニアカツ　パックソース ぶたにく　なると サラダあぶら ながねぎ　メンマ

げんきヨーグルト ボロニアカツ　ヨーグルト

21
ごはん　いわしのうめに ぎゅうにゅう ごはん　 こんにゃく　にんじん

ひじきのいりに いわしうめに　ひじき　だいず サラダあぶら　さとう だいこん　ごぼう

いももちじる とりにく　さつまあげ いももち ながねぎ　うめ

22
ごはん　わかたけしのだに ぎゅうにゅう ごはん きゅうり　こまつな

ポテトサラダ わかたけしのだに じゃがいも　 にんじん　しめじ

あさりのみそしる あさり　あぶらあげ　みそ マヨネーズ たけのこ　たまねぎ

23
ごはん　クリスピーチキン ぎゅうにゅう ごはん ごぼう　にんじん

きんぴらごぼう クリスピーチキン　ぶたにく サラダあぶら　さとう こんにゃく　はくさい

あつあげのみそしる あつあげ　みそ ごまあぶら　ごま たまねぎ　ほうれんそう

25
ごはん　キャベツいりつくね はっこうにゅう ごはん　 キャベツ　アスパラガス　しめじ

マカロニサラダ つくね　かまぼこ マカロニ きくらげ　にんじん　たまねぎ

きのこスープ マヨネーズ ながねぎ　チンゲンサイ

ごはん　えびシューマイ（2こ） ぎゅうにゅう ごはん　

えびシューマイ　ぶたにく サラダあぶら　

ふくじんづけ とりにく じゃがいも　カレールウ

フルーツポンチ  なたまめ　れんこん　しそ　りんご　パイン　みかん　もも

30
ごはん　さばのみそに ぎゅうにゅう ごはん こまつな　はくさい

おかかあえ さばのみそに　おかか せんべい　 にんじん　ごぼう

せんべいじる とりにく ながねぎ

27
ごはん　チキンカレー ぎゅうにゅう ごはん　バター　さとう

28

※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。

耳鼻科・眼科検診出校日

25日（日曜日）は、給食があります。


