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五所川原市立学校給食センター
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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　ひじきいりとりつくね（２コ） ぎゅうにゅう　ひじきいりとりつくね ごはん たけのこ　ピーマン 「食欲の秋」という言葉があるように、秋は

おいしい食べ物が多く出回る時期です。お米
やきのこ・りんご・さつまいもなど、いろい
ろな旬の食べ物を食べて秋を楽しみましょ
う。

チンジャオロース ぶたにく サラダあぶら にんにく　チンゲンサイ

わかめスープ わかめ　なると にんじん　たまねぎ

4
ごはん　にしんこんぶに ぎゅうにゅう　にしんこんぶに ごはん みず　にんじん　しょうが 【主食】ごはん、パン、麺類のことをいいま

す。主食は、体の中でエネルギーのもとにな
ります。車でいうとガソリンの役目です。今
日の主食はごはんです。よくかんで食べま
しょう。

みずのあぶらいため さつまあげ　みそ サラダあぶら　さとう こんにゃく　ごぼう

さつまじる ぶたにく　こうやどうふ さつまいも だいこん　はくさい

5
ごはん　とりにくのしょうがやき ぎゅうにゅう　だいず ごはん しょうが　にんにく　たまねぎ 【ひじき】黒色をしていますが、実は海の中

では黄土色をしています。カルシウム、食物
せんい、マグネシウムなどのミネラルが豊富
にふくまれています。

ひじきとれんこんのサラダ ひじき　とりにくのしょうがやき しろごま れんこん　にんじん　きゅうり

ミネラルスープ こんぶ　とうふ　なると しいたけ　ながねぎ

6
ごはん　ホタテいりたまごやき ぎゅうにゅう　とりにく ごはん しょうが　だいこん

【えだまめ】だいずのこどもです。豆です
が、野菜類として食べています。えだまめが
成熟するとだいずになります。

だいこんのそぼろに ホタテいりたまごやき サラダあぶら　さとう えだまめ　にんじん

チンゲンサイのみそしる あつあげ　みそ でんぷん チンゲンサイ　えのきたけ

7
しょくパン　デミグラスハンバーグ ぎゅうにゅう　ハンバーグ しょくパン きゅうり　たまねぎ

ブルーベリー

１０日は「目の愛護デー」です。目に良いと
されるビタミンAは、人参やほうれん草・レ
バー・卵などに多く含まれています。今日は
ブルーベリージャムがつきます。

たまごサラダ たまご ドレッシング にんじん　パセリ

オニオンスープ　ブルーベリージャム ベーコン もちむぎ　ジャム

8
ごはん　ポークビーンズカレー ぎゅうにゅう　ぶたにく ごはん　カレールウ たまねぎ　にんじん 【だいず】畑の肉とよばれるほど、たんぱく

しつが豊富な食品です。ちなみに、だいずを
粉にするときなこになります。おかかあえ
は，こまつなとにんじんを使います。

こまつなのおかかあえ だいず　おかか さとう　バター りんご　トマト　こまつな

なしゼリー じゃがいも　ゼリー しょうが　にんにく　なし

11
ごはん　さばのみそに ぎゅうにゅう　さばのみそに ごはん いとこんにゃく　にんじん

えだまめ　とうもろこし　しょうが

【養生三宝（ようじょうさんぽう）】中国で
白菜、大根、豆腐をあわせていい、精進料理
に用いられています。それぞれ体を冷やす食
材ですが、汁物で食べることで、胃腸に優し
く体を養ってくれます。

ひじきのいために ひじき　だいず　さつまあげ サラダあぶら　さとう はくさい　たまねぎ

にくだんごのみそしる にくだんご　みそ

12
きのこうどん　 ぎゅうにゅう　とりにく ゆでうどん ぶなしめじ　まいたけ 【さつまいも】ヒルガオ科の植物で、私たち

は根の部分を食べています。食物せんいやビ
タミンCが豊富に含まれています。紅あずま
という品種を使用しています。

さつまいものてんぷら あぶらあげ サラダあぶら　さとう しいたけ　ながねぎ　にんじん

ブロッコリーのツナあえ ツナフレーク さつまいも　ドレッシング たまねぎ　ブロッコリー　とうもろこし

13
ごはん　あじつきにたまご ぎゅうにゅう　がんもどき　ひじき ごはん　しろごま いんげん　だいこん 【ごま】ごまの脂質は、ゴマリグナンというもの

で、老化防止や動脈硬化の防止、血圧を下げる効
果などが期待できます。その中によく耳にするセ
サミンも含まれています。※あじつきにたまご
は、黄身が半熟なので、食べる時に気を付けて食
べて下さい。

いんげんのごまあえ たまご　さつまあげ　ちくわ にんじん　こんにゃく

みそおでん　ふりかけ しょうが　ごぼうたこボール　こんぶ　みそ　ひじき　わかめ

14
ごはん　ぎょうざ（２コ） ぎゅうにゅう　ぎょうざ ごはん たけのこ　にんじん　キャベツ 【にんじん】給食には、毎日といっていいほ

ど登場します。野菜の中でも特にカロテンが
多く含まれています。カロテンは鼻やのどの
粘膜を丈夫にし、ウイルスが体の中に侵入す
るのを防いだり、免疫力を高めてくれます。

ビーフンのしおいため ぶたにく サラダあぶら　ビーフン ピーマン　もやし　ながねぎ　にら

もずくスープ もずく　かまぼこ チンゲンサイ　しいたけ　たまねぎ

15
ごはん　ほっけのしおやき ぎゅうにゅう　ほっけのしおやき ごはん にんじん　さやいんげん

【ほっけ】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。カルシウ
ムが豊富で、アジやサンマの３倍あります。

ながいものソテー ベーコン　みそ サラダあぶら　さとう ほうれんそう

ほうれんそうのみそしる とうふ　あぶらあげ ながいも　マヨネーズ

18
ごはん　ぶたみそステーキ ぶたみそステーキ ごはん　リンゴジュース きりぼしだいこん　にんじん

ながねぎ

【さつまあげ】がんもどきと見た目が少し似
ていますが、さつまあげは魚のすり身から、
がんもどきは豆腐からつくられます。

きりぼしだいこんのいりに さつまあげ　 サラダあぶら　さとう いとこんにゃく　もやし

もやしのみそしる わかめ　とうふ　みそ

19
ごはん　にくだんご（２コ） ぎゅうにゅう　にくだんご ごはん もやし　にんじん　ぜんまい 【チンゲンサイ】アブラナ科の野菜です。アブラ

ナ科は他にも白菜やカブも仲間です。チンゲンサ
イには茎が緑のものと白いものがあります。茎が
緑のものを「チンゲンサイ」、白いものを「パク
チョイ」と名付けられました。

ナムル とりにく　なると ワンタン　はるさめ せり　きくらげ　ほうれんそう

ワンタンスープ たまねぎ　チンゲンサイ　ながねぎ　メンマ（たけのこ）

20
ごはん　さめのにつけ ぎゅうにゅう　さめのにつけ ごはん にんじん　いとこんにゃく 【さめのにつけ】青森県産のアブラツノザメ

を使用しています。三内丸山遺跡からもサメ
の骨が発見されていることから、県内では縄
文時代からサメが食べられていました。

くきわかめのいために くきわかめ　さつまあげ サラダあぶら　さとう ごぼう　だいこん

さといものみそしる あぶらあげ　みそ さといも

21
こめこパーカーパン　ハムステーキ ぎゅうにゅう　ハムステーキ こめこパン にんじん　たまねぎ 【こめこパン】青森県産の米粉と、小麦粉を

使っています。もちもちとした食感がおいし
いです。切れ目が入っているので、ハムス
テーキやポテトサラダをはさんで食べましょ
う。

ポテトサラダ ウインナー じゃがいも　ドレッシング きゅうり　もやし

やさいスープ オリーブオイル キャベツ

22
ごはん　チキンカレー ぎゅうにゅう　とりにく ごはん　カレールウ　じゃがいも たまねぎ　にんじん　しょうが　みかん

【あんにん】漢字で杏仁と書きます。杏（あ
んず）の種の中にある仁（さね）を取り出
し、乾燥させて粉末にします。この粉末は、
杏仁豆腐の原料として使用されます。

ふくじんづけ チーズ さとう　バター　あんにんどうふ トマト　りんご　にんにく　パイン

フルーツあんにん だいこん　うり　きゅうり　なす　れんこん　なたまめ　しそのは　もも

25
ごはん　いわしのうめに ぎゅうにゅう　いわしのうめに ごはん ふき　こんにゃく　うめ 【あつあげ】あつあげもあぶらあげも豆腐を

切って揚げたものですが、あぶらあげの別名
を薄揚げといい、それより厚く切って揚げる
ので、あつあげとよばれるようになりまし
た。

ふきのあぶらいため さつまあげ　あつあげ サラダあぶら　さとう にんじん　ごぼう

あつあげのみそしる みそ たまねぎ　チンゲンサイ

28
ごはん　くろぶたしゅうまい（２コ） ぎゅうにゅう　ぶたにく ごはん ながねぎ　しょうが　にんにく ３１日は「ハロウィンの日」です。秋を収穫

を祝い、悪い霊を追い出すヨーロッパを起源
とするお祭りです。カボチャのランタンは、
もともとはカブをくり抜いて作られていたそ
うです。

マーボーどうふ とうふ　くろぶたしゅうまい サラダあぶら ぶなしめじ　にんじん　たけのこ

きのこスープ いとかまぼこ でんぷん チンゲンサイ　たまねぎ

27
ごはん　さくらますのしおこうじやき ぎゅうにゅう　ちくわ ごはん いとこんにゃく　にんじん 【ひっつみ】岩手県の郷土料理です。水でこ

ねた小麦粉を手でちぎってだし汁にいれ、具
とともに煮込んだ料理です。岩手県の方言
で、ちぎることを「ひっつむ」といいます。
長いもいりのひっつみです。

すきこんぶのいために さくらますのしおこうじやき サラダあぶら　さとう ごぼう　だいこん

ひっつみじる とりにく　すきこんぶ ながいもいりひっつみ ながねぎ

26
みそラーメン キャベツ　にんじん　きゅうり　にら 激しい運動やスポーツをした後は、筋肉が傷

みます。傷んだ部分をケアし、新しい筋肉を
つくる時には、牛乳に含まれる乳たんぱくし
つが効果的にはたらきます。

ショーロンポー（２コ） ぶたにく　ショーロンポー サラダあぶら　ドレッシング ながねぎ　とうもろこし　たまねぎ

もやしのちゅうかあえ みそ しょうが　にんにく　もやし　メンマ（たけのこ）　きくらげ

ゆでちゅうかめん　さとう　はるさめ

29
ごはん　かぼちゃひきにくフライ ぎゅうにゅう　かぼちゃコロッケ ごはん　でんぷん キャベツ　ブロッコリー 【青森きくらげ】９月に引き続き、五所川原

市金木地区で生産された青森きくらげを使用
します。切る前は、大きいもので女性の手の
ひらくらいあります。今回はにらたまじるに
入っています。

キャベツのごまあえ たまご　みそ サラダあぶら たまねぎ　にら　きくらげ

にらたまじる　パックソース マヨネーズ　しろごま かぼちゃ

※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。


