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ごしょさんぽうじる こうやどうふ だいこん　ながねぎ　きくらげ　まいたけ　たもぎだけ　ほんしめじ

30
ごもくラーメン ぶたにく　とうふつつみやき こめこめん　ごまあぶら にんじん　はくさい　きぬさや

ブロッコリーやカリフラワーは、花のつぼみの
部分を食べる野菜です。つぼみを食べる野菜の
仲間には、他にもみょうがなどがあります。

とうふつつみやき なると　ひじき　 サラダあぶら　 もやし　ブロッコリー

ブロッコリーのおかかあえ かつおぶし アレルギー対応ドレッシング メンマ（たけのこ）　ながねぎ　きくらげ

29
ごはん　さんまのおかかに ぶたにく ごはん　しろごま たくあん（だいこん）　にんじん

春雨は、じゃがいもやさつまいも、緑豆などの
でんぷん粉から作られています。今日は火を通
しても煮崩れしにくい緑豆春雨を使っていま
す。

ホイコーロー ぶたにく　みそ サラダあぶら　ごまあぶら にんじん　しょうが　にんにく

はるさめスープ かまぼこ　あつあげ はるさめ　でんぷん

26
ごはん　こめこぎょうざ（２コ） こめこぎょうざ ごはん　さとう キャベツ　あかピーマン　たまねぎ

ほうれんそう　しいたけ　

★ごしょ山宝汁の日★
つくねいもは、生だと長いもよりも
粘りが強いのが特徴。加熱すると

ホクホクの食感になります。

たくあんときゅうりのごまあえ さんまのおかかに つくねいも きゅうり　ごぼう　いとこんにゃく

25
こめこパン　てりやきハンバーグ アレルギー対応ベーコン こめこパン　じゃがいも かぼちゃ　たまねぎ　きゅうり

きぬさや

みそは大豆を発酵させて作る調味料です。味付
けのほかにも、魚のくさみをとったり、肉をや
わらかくする効果があります。

生のしいたけより干ししいたけに含まれている
ビタミンＤは約３倍と言われています。ビタミ
ンＤはカルシウムの吸収や骨の成長を促進して
くれる大切な栄養素です。

パンプキンポテサラ てりやきハンバーグ アレルギー対応ドレッシング にんじん　だいこん　しいたけ

だいこんとベーコンのスープ

わらびのいためもの さけのしおやき　みそ サラダあぶら　 はくさい　ながねぎ　ごぼう

ぶたじる ぶたにく　こうやどうふ じゃがいも　ごまあぶら

24
ごはん　さけのしおやき ちくわ ごはん　さとう わらび　こんにゃく　にんじん

しょうが

22
ごはん　ササミカツ ササミカツ ごはん　サラダあぶら きゅうり　キャベツ　ながねぎ

今日はほたてと長いもを使用したカレーです。
ほたてには貧血予防に効くビタミンＢ１２や葉
酸、味覚障害を予防する亜鉛など、体にやさし
い栄養成分がたくさん含まれています。

日本で栽培されている山いもは、形の違いによ
り長いも、いちょういも、つくねいもに分けら
れます。いも類は通常加熱して食べますが、山
いもは生でもおいしく食べられます。

ながいものサラダ　ドレッシング ツナフレーク ながいも　ドレッシング にんじん　なす

キャベツとなすのみそしる みそ

ほうれんそうのなめたけあえ ながいも　さとう ほうれんそう　トマト　りんご

りんごゼリー ゼリー

19
ごはん　ほたてとながいものカレー ほたて ごはん　アレルギー対応カレールウ にんじん　たまねぎ　はくさい

にんにく　しょうが　えのきだけ

18
ごはん　とりにくのみそやき とりにくのみそやき ごはん　 アスパラガス　たまねぎ

ながねぎ　しいたけ

厚揚げや豆腐、みそなどの原料である大豆に
は、「畑の肉」と呼ばれるほど、たんぱく質が
多く含まれています。ですから、肉や魚と同じ
ように、体をつくるもとになる食品に分類され
ます。

とりにくのみそやきは、青森県産のとり肉を使
い、県内の工場で作られています。少し濃いめ
の味付けなので、ごはんもしっかり食べましょ
う。

アスパラとツナのいためもの ツナフレーク サラダあぶら だけきみ　にんじん　だいこん

わかめスープ わかめ

きりぼしだいこんのいりに さばのしょうがに　みそ サラダあぶら にんじん　いとこんにゃく

しじみじる しじみ　あぶらあげ

17
ごはん　さばのしょうがに とりにく ごはん　さとう きりぼしだいこん　ながねぎ

しょうが

16
かけうどん とりにく こめこうどん　さとう　 にんじん　ながねぎ　こまつな

しいたけ　たまねぎ

ふるさと産品給食の日

対応食でも市浦牛のひき肉を使った手作りコ
ロッケが登場します！市浦牛はかつて東日本・
北海道ブロック品評会で東日本チャンピオンに
輝いた高級牛肉です。和牛の脂のうま味や甘み
を味わって下さい。

しうらぎゅうコロッケ しうらぎゅう じゃがいも　サラダあぶら みかん　ごぼう　アスパラガス

ごまごぼうサラダ あぶらあげ　なると アレルギー対応ドレッシング　しろごま

ながいものそぼろに にくいりしのだ サラダあぶら　さとう はくさい　にんじん　ながねぎ 今日の食材はほとんどが青森県産です。
青森県の生産者さんに感謝して、

おいしく頂きましょう。こまつなのみそしる あぶらあげ　とうふ　みそ

15
ごはん　にくいりしのだ ぶたにく ごはん　でんぷん たまねぎ　えだまめ　こまつな

ながいも ごぼう　しょうが

12
ごはん　たらのしおこうじやき さつまあげ ごはん　サラダあぶら にんじん　ごぼう　たまねぎ

しいたけ

日本・中国・韓国の３カ国の専門家や学者によ
る「箸国際学術シンポジウム」では、11月11
日を「箸の日」に制定しています。これはビ
ジュアル的に、箸２膳が並んでいるというイ
メージから決められたようです。

塩こうじは、発こう食品の「こうじ」と
塩を合わせた調味料です。肉や魚の下味に塩こ
うじを使うと、味付けと同時に肉や魚をやわら
かくすることができます。

きんぴらごぼう たらのしおこうじやき ごまあぶら　さとう ほうれんそう　いとこんにゃく

さといものみそしる あぶらあげ　みそ さといも　

マカロニサラダ アレルギー対応ベーコン アレルギー対応ドレッシング　さとう マッシュルーム　ブロッコリー

はくさいのとうにゅうクリームに とうにゅう

11
こめこパン　ハムステーキ ハムステーキ こめこパン　こめこマカロニ トマト　たまねぎ　はくさい

じゃがいも にんじん

10
ごはん　いかのてんぷら（2コ） みそ ごはん　しろごま もやし　こまつな　だいこん

たまねぎ　ごぼう

もやしは、畑ではなくほとんどが工場で作られ
ています。他に温泉やわき水を利用して作られ
ているものもあります。

「がんもどき」と「さつまあげ」は、見た目が
少し似ていますが、「がんもどき」は豆腐か
ら、「さつまあげ」は魚のすり身から作られま
す。

もやしのごまあえ　かばやきのタレ いかのてんぷら さとう　こめこ　でんぷん にんじん　ながねぎ　

だいこんとさつまあげのみそしる さつまあげ サラダあぶら　ごまあぶら

はるさめのちゅうかいため シューマイ　なると サラダあぶら　さとう チンゲンさい　ながねぎ

ミネラルスープ こんぶ　こうやどうふ はるさめ　こめこ

9
ごはん　こめこシューマイ（2コ） ぶたにく ごはん　ごまあぶら たまねぎ　にんじん　たけのこ

もやし　しょうが　にんにく

ながねぎ　しょうが

じゃがいもやナス、トマトやピーマンは、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。

11月8日は「いい歯の日」です。
よくかんで食べると、あごがきたえられ、歯並
びがよくなります。また、虫歯の予防にもなる
ので、良いことがたくさんあります。

だいこんサラダ ツナフレーク アレルギー対応ドレッシング　ごま はくさい　なめこ

なめこのみそしる とうふ　みそ さとう

5
ごはん　ポークカレー ぶたにく ごはん　アレルギー対応カレールウ にんじん　たまねぎ　だいこん　うり

8
ごはん　ぶたにくのしょうがやき ぶたにくのしょうがやき ごはん　 だいこん　にんじん　きゅうり

にんじん　はくさい　ながねぎ

はくさいとあつあげのみそしる あつあげ　みそ さとう　ごまあぶら

ふくじんづけ サラダあぶら　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

ごしょりんパンチ トマト　にんにく　なたまめ　りんご　パイン　みかん　もも　しそのは　

マッシュルーム

11月は青森県産の野菜が多く出回る
時期です。給食にも青森県産品が

たくさん登場します。

4
ごはん　いわしのごまみそに ぶたにく ごはん　しろごま メンマ　ふき　こんにゃく

今日のポテトサラダや、ごしょりんパンチなど
に使用しているりんごのシロップ煮は、五所川
原市のりんごを使用しています。

寒くなるとおいしくなる白菜ですが、精進料理
では大根・豆腐とともに「養生三宝」とよば
れ、貴重な食材とされています。

1
ごはん　キャベツいりつくね さつまあげ ごはん さやいんげん　いとこんにゃく

りんごいりポテトサラダ アレルギー対応ベーコン じゃがいも りんご　キャベツ　パセリ

キャベツのコンソメスープ

さんさいいため いわしのごまみそに サラダあぶら

さやいんげんのいためもの キャベツいりつくね サラダあぶら にんじん　だいこん　ながねぎ

ほたてじる ほたて　わかめ　みそ さとう　 しいたけ　キャベツ　しょうが

2
ごはん　ケチャップにくだんご（2コ） ケチャップにくだんご ごはん　アレルギー対応ドレッシング たまねぎ　きゅうり　にんじん

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

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）

☆五所川原市の食物アレルギー対応食は特定原材料の｢卵・乳・小麦・そば・落花生・えび・かに｣をすべて使用しない献立です。

食物アレルギー対応食こんだてのおしらせ
しょくもつ たいおうしょく

※ 牛乳の飲み残しは、各学校で処分し、アレルギー対応食用の食缶には入れないでください。
※ 牛乳パックやストローは、個人専用箱には入れないでください。
※ アレルギー対応食では、牛乳（希望者のみ)は学校に直接配送され、その他のドレッシングやデザートなどは

個人専用箱に入れてセンターから配送されますので、個人専用箱に入っているもの以外は食べないでください。
※ 献立の変更があるかもしれませんので、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。


