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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　さばのてりに（非常食用） ぎゅうにゅう　さばのてりに　 ごはん　じゃがいも にんじん　はくさい　ながねぎ

2

ほうれん草は野菜の中で鉄分が多く、鉄分の吸
収を助けるビタミンＣや食物繊維も豊富に含ま
れている、非常に栄養価の高い緑黄色野菜で
す。

みずのあぶらいため ひじきいりとりつくね サラダあぶら

ごはん　とりにくのケチャップに ぎゅうにゅう　 ごはん　ドレッシング きゅうり　キャベツ　たまねぎ
ポテトサラダに使用されているじゃがいもは北
海道産の「さやか」と呼ばれるサラダ加工用の
品種です。ホクホクとした食感が特徴です。

ポテトサラダ とりにくのケチャップに じゃがいも にんじん　ぶなしめじ　パセリ

やさいのコンソメスープ ベーコン

きのこスープには、五所川原市金木地区で生産
された「青森きくらげ」を使用しています。肉
厚でみずみずしく、こりこりとした食感は、乾
燥キクラゲにはない特徴です。

コーンシューマイ（小2コ：中3コ） ぶたにく　とうふ　いとかまぼこ でんぷん たまねぎ　まいたけ　あかピーマン

きのこのスープ

3

毎年9月1日は防災の日です。ひとたび大きな
災害が起こると、水や食料品が手に入りにくな
ります。日ごろから使いながら備える「ローリ
ングストック」を実践しましょう。

すきこんぶのいために ぶたにく　すきこんぶ　ちくわ　 サラダあぶら　さとう いとこんにゃく　しょうが　ごぼう

ぶたじる みそ　こうやどうふ

ごはん　マーボーナス　　 ぎゅうにゅう　コーンシューマイ ごはん　サラダあぶら なす　チンゲンサイ　きくらげ　

ぶなしめじ　たけのこ　しょうが　とうもろこし　にんにく

たまねぎ　いとこんにゃく

ほうれんそうのみそしる さつまあげ　あぶらあげ

ペンネとはイタリア語で羽根やペンを表し、ペ
ンの様に先が尖った形状が特徴です。2～3cm
のまっすぐの筒を斜めに切り落としています。

たまごペンネサラダ たまご　ベーコン ペンネ（マカロニ）　 セロリ　ズッキーニ　あかピーマン

ミネストローネ

6
ごはん　ひじきいりとりつくね（2コ） ぎゅうにゅう　みそ　とうふ ごはん みず　にんじん　ほうれんそう

サラダあぶら ながねぎ　いとこんにゃく

キャベツとがんもどきのみそしる がんもどき　みそ さとう　

いももちじる しらす いももち　

7
ごはん　たまごやき

8
ごはん　たらのしおこうじやき ぎゅうにゅう　ぶたにく　ひじき ごはん にんじん　ごぼう　キャベツ 塩麹のルーツは、東北地方の伝統的な食品であ

る三五八漬けの漬床と言われています。
発酵食品は腸内環境を整えたり、疲労回復の効
果があります。

ひじきのごもくに たらのしおこうじやき　だいず

いももち汁に鶏もも肉を使用しています。まれ
に骨が付いていることがあります。気をつけて
食べてください。

キャベツのしおこんぶあえ たまごやき　しおこんぶ ごまあぶら ながねぎ

ぎゅうにゅう　とりにく　 ごはん　 キャベツ　だいこん　ごぼう　

ブロッコリー　たまねぎ　にんにく

10
ごはん　なすとひきにくのカレー ぎゅうにゅう　ぶたにく ごはん　さとう　バター にんじん　たまねぎ　なす　こまつな

9
こめこパーカー　ハムカツ　ソース ぎゅうにゅう　ハムカツ こめこパン　もちむぎ きゅうり　にんじん　パセリ　トマト

サラダあぶら　マヨネーズ　オリーブオイル　じゃがいも

津軽弁で「ダダをこねる人」を「ごんぼほり」
と言いますが、これは長いごぼうを掘るときの
ように扱いが大変だという意味です。

きんぴらごぼう さつまあげ　あつあげ

カレーに入っているなすにはポリフェノールが
含まれており、特に皮に多く含まれています。
ブルーベリーと同様に視力の回復を助ける働き
があります。

こまつなのなめたけあえ カレールウ　じゃがいも りんご　にんにく　しょうが　トマト

かぼちゃのムース かぼちゃムース えのきだけ　かぼちゃ（ムース）

ごまあぶら　さとう チンゲンサイ　いとこんにゃく

あつあげのみそしる みそ サラダあぶら

15
ごはん　いわしのこんぶに ぎゅうにゅう　ぶたにく ごはん にんじん　わらび　こんにゃく　

14

13
ごはん　ポークソテー ぎゅうにゅう　ポークソテー ごはん　しろごま にんじん　ごぼう　たまねぎ

ブロッコリーやカリフラワーなど、花の茎やつ
ぼみを食べる野菜を花菜類（カサイルイ）と呼
びます。他にはみょうがや食用菊、ふきのとう
なども花菜類の仲間です。

ブロッコリーのマヨネーズあえ あぶらあげ　ひじき だいがくいも（さつまいも） えのきだけ　たけのこ　にんじん

だいがくいも（小2コ：中３コ） なると　おかか マヨネーズ　さとう ながねぎ　ブロッコリー

さんさいうどん ぎゅうにゅう　とりにく うどん　くろごま ぜんまい　きくらげ　わらび

いわしはDHA・EPAと言われる不飽和脂肪酸
が多く含まれており、体内で固まりにくい脂肪
酸と言われています。これらは記憶力の向上を
促す効果があります。

わらびのいためもの いわしのこんぶに　しじみ サラダあぶら　ごまあぶら ながねぎ

しじみじる みそ さとう

でんぷん

16
ごはん　はるさめサラダ　　 ぎゅうにゅう　ぶたにく（ぎょうざ） ごはん　はるさめ キャベツ　にんじん　たまねぎ　

きくらげ　ごぼう　しいたけ

サラダあぶら　ごまあぶら ほうれんそう　しいたけ

さといものみそしる みそ さとう いとこんにゃく

17
ごはん　とりにくのごまやき ぎゅうにゅう　とりにくのごまやき ごはん　さといも にんじん　たまねぎ　れんこん さといもはイモ類の中で特にカロリーが低くヘ

ルシーな食材です。独特のぬめりは水溶性食物
繊維で、病気に負けない健康な身体を維持する
のに役立ちます。

れんこんのきんぴら ちくわ　あぶらあげ

ごぼうは食物繊維が多く含まれているイメージ
が高いと思いますが、他にもタンニンやポリ
フェノールも多く含まれており、風邪予防など
に効果があります。

ごぼういりあげぎょうざ（小2コ：中3コ） わかめ　ツナフレーク　たまご サラダあぶら　しろごま きゅうり　だいこん　ながねぎ

わかめとたまごのスープ

21
ゆかりごはん　スコッチエッグ ぎゅうにゅう　スコッチエッグ ごはん　さとう　しろごま ブロッコリー　さやいんげん　

西京焼きは、関西地方で作られる「西京みそ」
に肉や魚などを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。

にんじんのいためもの とりにく　こうやどうふ

今日は十五夜です。スコッチエッグや月見団子
は満月を連想さるような形になっています。農
作物の豊作に感謝する日ですから、毎日給食を
食べられることに感謝しながら、しっかり味わ
いましょう。

ブロッコリーのごまあえ とうふ　かまぼこ　 いたふ　つきみだんご こまつな　たまねぎ　ぶなしめじ

すましじる　つきみだんご ゆかり（あかじそ）

サラダあぶら　さとう オクラ　いとこんにゃく

あげなすのみそしる とうふ　あぶらあげ　みそ

27
ごはん　タコのメンチカツ ぎゅうにゅう　タコのメンチカツ ごはん　さとう にんじん　キャベツ　はだいこん

24

22
ごはん　あかうおのさいきょうやき ぎゅうにゅう　あかうおのさいきょうやき ごはん　 にんじん　なす　ながねぎ　

豚肉は、疲労回復に役立つビタミンＢ1が豊富

です。ビタミンB1は、ごはんなどの糖質をエ

ネルギーにかえてくれる働きがあります。

ふくじんづけ チーズ じゃがいも　さとう　ゼリー きゅうり　なす　れんこん　しょうが

フルーツゼリー

ごはん　ポークカレー ぎゅうにゅう　ぶたにく ごはん　カレールウ　バター にんじん　たまねぎ　だいこん　うり

トマト　にんにく　なたまめ　りんご　シャインマスカット　パイン　みかん　もも　しそのは　

今日はかみ応えのあるタコメンチです。よくか
むとだ液がたくさん分泌され、だ液に含まれる
たくさんの酵素が食べ物を消化吸収を助けてく
れます。よくかんで食べましょう。

きりぼしだいこんのあさりに あさり　あぶらあげ　みそ サラダあぶら ごぼう　もやし　いとこんにゃく　

もやしのみそしる こうやどうふ きりぼしだいこん

28
わかめラーメン のむヨーグルト（ストロベリー） ちゅうかめん　マヨネーズ にんじん　グリンピース　ながねぎ

メンマは、たけのこを乳酸発酵させた加工食品
です。「メンマ」という名称は、「ラーメンの
上にのせるマチク」から考案されたそうです。

メンマのいためもの さんまのおかかに

わかめの主成分である食物繊維は、腸の働きを
活発にして便秘を防ぐだけでなく、余分な体内
のナトリウムを体外に出す働きもあります。

じゃがバタのちゃきんづづみ ぶたにく　なると　わかめ ちゃきん（じゃがバタ） ごぼう　もやし　メンマ（たけのこ）

ごまごぼうサラダ ちゃきんづつみ（たまご） しろごま アスパラガス　しょうが　みかん

サラダあぶら　さとう いとこんにゃく　スナップエンドウ

じゃがいものみそしる みそ　あぶらあげ じゃがいも メンマ（たけのこ）

30

29
ごはん　さんまのおかかに ぎゅうにゅう　ぶたにく ごはん　ごまあぶら にんじん　たまねぎ　しいたけ

ながいものぬめりには胃粘膜を守る成分が含ま
れています。今日はサラダにしました。サクサ
クとした食感がアクセントです。

ながいもサラダ　ドレッシング クリスピーチキン　とうふ ごまあぶら　ドレッシング チンゲンサイ　しょうが

ほたてスープ ほたて　ツナフレーク ながいも　しろごま

ごはん　クリスピーチキン ぎゅうにゅう ごはん にんじん　だいこん　きゅうり

※魚や鶏肉には、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。


