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30
ごはん　ほっけのしおやき ぎゅうにゅう ごはん アスパラガス　とうもろこし

じゃがいものみそバターに ほっけのしおやき バター　じゃがいも しょうが　ながねぎ

ひっつみじる とりにく　みそ ながいもいりひっつみ にんじん　だいこん　ごぼう

18
ごはん　にしんてりに ぎゅうにゅう ごはん

21
ごはん　ごもくあつやきたまご ぎゅうにゅう　みそ ごはん

あつやきたまご（ひじき） サラダあぶら　さとう

とりとこんさいのにもの にしんてりに サラダあぶら　さとう

あぶらふのみそしる とりにく　とうふ　みそ あぶらふ ながねぎ　こまつな

17
せわりコッペパン　ポークウインナー ぎゅうにゅう パン　ドレッシング にんじん　たまねぎ　きゅうり

ポテトサラダ ポークウインナー オリーブオイル キャベツ　とうもろこし

やさいスープ　ケチャップ＆マスタード ベーコン じゃがいも　

16
ごはん　とりのしょうがやき ぎゅうにゅう ごはん メンマ（たけのこ）　つきこんにゃく

メンマソテー とりのしょうがやき サラダあぶら　さとう にんじん　こまつな　たまねぎ

こまつなのみそしる さつまあげ　あぶらあげ　みそ ごまあぶら しょうが

15
ごはん　ほうれんそうぎょうざ（２こ） ぎゅうにゅう ごはん キャベツ　ほうれんそう　しょうが

ナムルサラダ ぎょうざ（ぶたにく・とりにく） しろごま だいずもやし　にんじん　ぜんまい　せり

ミネラルスープ こんぶ　とうふ　なると きくらげ　しいたけ　ながねぎ

ももゼリー じゃがいも　しろごま　ゼリー なのはな　はくさい　ゼリー（もも）

14
ごはん　とうふハンバーグ ぎゅうにゅう ごはん ふき　わらび　つきこんにゃく

さんさいいため とうふハンバーグ（とりにく） サラダあぶら　さとう にんじん　たまねぎ

じゃがいものみそしる ぶたにく　わかめ　みそ じゃがいも　ごまあぶら ながねぎ

なすとひきにくのカレー ぎゅうにゅう ごはん　カレールウ たまねぎ　にんじん　なす

あかうおさいきょうやき　みそ

なのはなのごまあえ ぶたにく　 バター　さとう りんご　しょうが　にんにく

ひじき　さつまあげ　だいず

サラダあぶら　さとう たまねぎ　こまつな

【豚肉】青森県産です。牛肉の約10倍ものビ
タミンB1が含まれていて、疲労回復の手助け
をしてくれます。

【レモンマカロニサラダ】レモン風味のマカロ
ニサラダで、さっぱりしたメニューとなってい
ます。【もちむぎ】つがる市産の「つがるもち
麦 美仁」を使用します。

６月４日から１０日まで「歯と口の健康週間」
です。かむことを意識しながら食べましょう。
また、食べた後の歯みがきもしっかりと行いま
しょう。

【高野豆腐】食物繊維・カルシウム・鉄分等ミ
ネラルが多く含まれていて、普通の豆腐よりも
栄養がギュッと凝縮しています。

【レモン】酸っぱいのはクエン酸という成分で
す。魚料理に使うと生臭さを和らげてくれる効
果があります。※煮玉子は、半熟なので気をつ
けて食べてください。

五所川原市立学校給食センター

        kcal

栄　養　価

エネルギー

【ピーマン】ビタミンCが多く含まれている野
菜です。ビタミンCは、疲労回復や免疫力を高
めてくれる効果があります。

お　し　ら　せ

10
ごはん　あかうおさいきょうやき

ひじきのいために

あつあげのみそしる

11

ごはん

だいこんのみそしる こうやどうふ　あぶらあげ

はるさめいため キャベツいりつくね（とりにく） サラダあぶら　さとう

8
みそラーメン ぎゅうにゅう ちゅうかめん

くろごま

あじつきにたまご たまご サラダあぶら

レモンマフィン

9
ごはん　キャベツいりつくね ぎゅうにゅう

わかめスープ

たまねぎ

たまねぎ　パセリ

4
ごはん　いわしのしょうがに ぎゅうにゅう　くきわかめ ごはん にんじん　いとこんにゃく

くきわかめのいために いわししょうがに　とりにく サラダあぶら　さとう だいこん　ながねぎ

けんちんじる みそ　とうふ　さつまあげ さといも ごぼう　しょうが

にんじん　いとこんにゃく

にんじんのそぼろいため チキンごまてりやき　とりにく

キャベツ　にんじん

7
ぎゅうにゅう　みそ

サラダあぶら　じゃがいも とうもろこし　にんじん

もちむぎいりまめのスープ　パックソース だいず　きんときまめ オリーブオイル　マヨネーズ

ごはん　チキンごまてりやき

サラダあぶら　さとう だいこん　ながねぎ　はだいこん

2
ごはん　ぶたみそステーキ ぎゅうにゅう　みそ

3
ゆきにんじんパン　チキンカツ

ごはん みず　つきこんにゃく

レモンマカロニサラダ チキンカツ　

みずのあぶらいため ぶたみそステーキ　あぶらあげ

とうふとほうれんそうのみそしる さつまあげ　とうふ しろごま ながねぎ

にんじん　ほうれんそう

パン　もちむぎ　マカロニ レモン　アスパラガス

サラダあぶら　さとう

ぎゅうにゅう　ベーコン

日
　
曜

こ　ん　だ　て

ざ　い　り　ょ　う

1

ちゅうかコーンスープ ぶたにく　たまご でんぷん チンゲンサイ　とうもろこし

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　ピーマン

チンジャオロースー にくだんご（とりにく） サラダあぶら にんにく　ぶなしめじ　にんじん

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　ケチャップにくだんご（２こ） ぎゅうにゅう　 ごはん

【しょうが】ショウガオールという成分が含ま
れているので、生姜をたべると体が温まり、発
汗作用を高めてくれます。

ピーマン　キャベツ

もやし　ながねぎ　とうもろこし

ぎゅうにゅう　あつあげ ごはん いとこんにゃく　にんじん

ごはん たけのこ　にんじん

みそ　ぶたにく レモンマフィン

たけのこ　いんげん

ほたてじる ベーコン　ほたて　とうふ ながいも　マヨネーズ だいこん　　しょうが

ほうれんそう　にんじん　ながねぎ

コッペパンにソーセージとお好みでケチャップ
やマスタードをかけて召し上がれ！ポテトサラ
ダをはさんでも美味しいですよ。

【油麩】宮城県北部地方に昔から伝わる食材
で、小麦粉のタンパク質成分の「グルテン」を
油で揚げたものです。

じゃがいも・ナス・トマト・ピーマン、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。

ながいものソテー

にんじん　ごぼう　れんこん

つきこんにゃく

【ナムル】日本ではビビンバの具に使われます
が、韓国では定番の家庭料理です。野(ナ)物(ム
ル)で野菜という意味だそうです。

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。当面の間、給食のお米は五所川原
市産「青天の霹靂」です。

【赤魚西京焼き】関西地方で作られる「西京み
そ」に漬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。

【なす】体の内側から余分な熱をとり、体を冷
やす効果があります。これからの時期夏バテし
ないようにしっかりと食事をしましょう。

わかめ　ぶたにく はるさめ　ごまあぶら

きくらげ　しょうが　にんにく

ながねぎ　はくさい

ひと口３０回を目標に、よくかんで食べましょ
う。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。

【しじみ】五所川原市市浦地区にある五月女萢
（そとめやち）遺跡では、多くのしじみ貝が発
掘されています。地元十三湖のしじみを使用し
ています。

24

ごはん　さばのみそに ぎゅうにゅう ごはん ごぼう　にんじん

きんぴらごぼう さばのみそに サラダあぶら　さとう いとこんにゃく

しじみじる ぶたにく　しじみ　みそ ごまあぶら　しろごま ながねぎ

ごはん　えびシュウマイ（２こ） ぎゅうにゅう ごはん たまねぎ　ながねぎ

マーボーどうふ えびシュウマイ　いとかまぼこ ごまあぶら　でんぷん しょうが　にんにく

23

【たまご】タンパク質の王様といわれるほどタ
ンパク質が豊富です。また、食物繊維とビタミ
ンC以外の栄養全てを含んでおり、完全栄養食
品とも言われています。

25
【ごしょりんパンチ】五所川原市産の赤いりん
ごを使ったゼリーと、フルーツ（パイン・りん
ご・もも）を混ぜ合わせた、フルーツポンチで
す。ごしょりんパンチ なす　れんこん　なたまめ　しそのは　もも　みかん　パイン

たまごとほうれんそうのスープ ぶたにく　とうふ　たまご ほうれんそう　にんじん

ポークカレー ぎゅうにゅう ごはん　カレールウ たまねぎ　ゆきにんじん　だいこん　うり

ふくじんづけ ぶたにく　チーズ じゃがいも　バター りんご　しょうが　にんにく　きゅうり　トマト

22
かけうどん ぎゅうにゅう うどん　プリン たまねぎ　にんじん　ながねぎ 【牛肉コロッケ】県産の倉石牛を使用していま

す。【あおもりプリン】つがるロマンの米粉を
使った白いプリンで、中にダイスカットしたり
んごが入っています。

ぎゅうにくコロッケ コロッケ（ぎゅうにく） コロッケ（じゃがいも・パンこ） こまつな　しいたけ

あおもりプリン とりにく　なると　あぶらあげ サラダあぶら　さとう プリン（りんご）

ホイコーロー とうふあんづつみ サラダあぶら キャベツ　ピーマン　しょうが

はるさめスープ ぶたにく　いとかまぼこ はるさめ　 チンゲンサイ　ぶなしめじ

たまねぎ

ふるさと産品給食の日

たまご・長いも・ホタテなど、青森県産の食材
を多く使っています。今週は、県産品を多く使
います。

29
ごはん　とうふあんづつみ ぎゅうにゅう ごはん たまねぎ　にんじん　にんにく 【はるさめ】緑豆やじゃがいも、さつまいもな

どのでんぷんを原料として作られています。英
語では、グラス・ヌードルまたはポテト・ヌー
ドルとも呼ばれます。

28
ごはん　あじフライ のむヨーグルト（ブルーベリー） ごはん　あじフライ（パンこ） きりぼしだいこん　にんじん 【切干大根】天日干しする事でカルシウムや食

物繊維などの栄養価がアップします。かみごた
えがあるので、よくかんで食べましょう。青森
県産です。

きりぼしだいこんのいりに あじフライ サラダあぶら　さとう いとこんにゃく　はくさい

はくさいのみそしる　パックソース あぶらあげ　とうふ　みそ

※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。
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