
令和3年度

水

木

金 サラダあぶら

月

火

水

木

金

月

火

水

木

金

月

火

水

木

かぼちゃには、

鼻
はな

やのどの粘膜
ねんまく

を強
つよ

くするビタミンA

寒
さむ

さによるストレスを和
やわ

らげるビタミンC

血行
けっこう

を良
よ

くするビタミンE

が含
ふく

まれており、冬
ふゆ

の健康
けんこう

を守
まも

るのに大切
たいせつ

な

「ビタミンACE（エース）」をしっかり

とることができます。

ビタミンACEで寒
さむ

い冬
ふゆ

を乗
の

り切
き

りましょう。

きくらげ　えのきたけじゃがいも　しろごま

きのこスープ　クリスマスケーキ ケーキ トマト

たらじる　 たら　みそ

少し早いですが、クリスマスケーキをお届けしま
す。豆乳と米粉で作られた乳・卵・小麦不使用の
ケーキです。楽しい冬休みになりますように♬

22
ごはん　いわしのみぞれに いわしのみぞれに ごはん かぼちゃ　にんじん　だいこん

かぼちゃのあまに あぶらあげ　とりにく さとう ごぼう　れんこん　ながねぎ

こんさいじる みそ

今日は「冬至」です。冬至には、ゆず湯に入った
り、かぼちゃを食べる風習があります。この風習
は江戸時代からあったとされています。

23
こめこパン　チキントマトに ベーコン こめこパン にんじん　キャベツ　たまねぎ

ボイルやさい　ドレッシング チキントマトに ドレッシング ぶなしめじ　えのきたけ　ブロッコリー

21
ごはん　こめこシューマイ（2こ） こめこシューマイ ごはん　さとう　ごまあぶら にんじん　たまねぎ　きゅうり もやしは昔は食べ物ではなく、薬として大切にさ

れていたようです。その後、江戸時代で長崎に漂
着した異人が栽培方法を伝え、食用として変化し
たそうです。

もやしときゅうりのちゅうかあえ しろごま にんにく　しょうが　ぶなしめじ　もやし

ちゅうかふうコーンスープ でんぷん とうもろこし　チンゲンサイ

20
ごはん　ぶたにくのしおこうじやき とりにく ごはん　さとう にんじん　えだまめ　はくさい にんじんには、ビタミンAが豊富に含まれていま

す。特に目の疲れなどに効果があるとされていま
す。パソコンやタブレットの使用で疲れた目に
ぴったりの食材ですね！

にんじんのそぼろに あつあげ　みそ サラダあぶら こまつな　しょうが

はくさいのみそしる いとこんにゃくでんぷんぶたにくのしおこうじやき

17
ごはん　チキンカレー とりにく ごはん　アレルギー対応カレールウ　 たまねぎ　にんじん　りんご 今日のりんごは五所川原市産を使用しています。

青森県では、約50種類のりんごが栽培されていま
すが、世界では15000種類のりんごが栽培され
ているようです。

キャベツのごまマヨあえ じゃがいも　さとう　サラダあぶら にんにく　しょうが　キャベツ

カットりんご アレルギー対応マヨネーズ　しろごま ブロッコリー　トマト

「きんぴら」とは、細切りにした食材を醤油・砂糖など
で甘辛く炒めた料理のことです。その由来は、金太郎で
有名な坂田金時の子供として設定された坂田金平の武勇
伝で、そこから丈夫で強く荒々しいものを「きんぴら」
と呼ぶようになったそうです。

きんぴらごぼう こうやどうふ　 さとう　サラダあぶら にら

にらととうふのすましじる とうふ

16
ごはん　さばのみそに さばのみそに　ぶたにく ごはん　 ごぼう　にんじん　たまねぎ

ごまあぶら　しろごま いとこんにゃく

ひじきとれんこんのサラダ とうふつつみやき

15
ごはん　コロッケ　パックソース ぶたにく ごはん　はるさめ きゅうり　にんじん　だいこん

はるさめサラダ ツナフレーク　わかめ サラダあぶら　さとう たまねぎ　ながねぎ　しょうが

ごぼうには、食物せんいが多く入っています。食
物せんいは、便秘を予防したり血液中のコレステ
ロールを下げたりする働きがあります。

13
ごはん　キャベツいりつくね キャベツいりつくね ごはん　さとう にんじん　だいこん　

だいこんは、根の部分はたん色野菜ですが、葉の
部分は緑黄色野菜です。今日のみそ汁には、根の
部分も葉の部分も入っています。

すきこんぶのいために すきこんぶ　 サラダあぶら　 だいこんぱ　ながねぎ

だいこんのみそしる ちくわ　あぶらあげ　みそ キャベツ　いとこんにゃく

14
しょうゆラーメン ぶたにく　なると こめこラーメン にんじん　ながねぎ　メンマ（たけのこ）

とうふつつみやき わかめ　ひじき　だいず しろごま　サラダあぶら キャベツ　きゅうり　たまねぎ

10
ごはん　カレイのあまみそやき ぶたにく ごはん　しろごま

カレイに似た魚にヒラメという魚がいます。見分
けはつきにくいですが、「目の向き」と「口の
形」で判断することが出来ます。

ブロッコリーのごまあえ カレイのあまみそやき さとう

はくさい　にんじん

ぶたじる こうやどうふ　　みそ じゃがいも ブロッコリー　カリフラワー

しょうが　ごぼう

にんじん

やさいスープ　ケチャップ＆マスタード ツナフレーク アレルギー対応マヨネーズ

8
ごはん　にしんのてりに にしんのてりに ごはん　 きゅうり　はくさい　だいこん

9
こめこパン　ソーセージ ソーセージ こめこパン きゅうり　キャベツ　たまねぎ

マカロニサラダ ベーコン こめこマカロニ　さとう

さつまいもと言えば、皮が赤紫色、中身が黄色というイ
メージですが、「シロユタカ」といって見た目がじゃが
いもに似ているさつまいもも存在します。

ながいものうめあえ こうやどうふ　ぶたにく さつまいも　ながいも にんじん　ごぼう　しょうが

さつまじる こんぶ　みそ うめ

チンジャオロース わかめ サラダあぶら　ごまあぶら ピーマン　ながねぎ　にんにく

わかめスープ いとかまぼこ キャベツ　たまねぎ　ぶなしめじ　あかパプリカ　しょうが　にら

チンジャオロースはピーマンと細切りの肉などを
炒めた中華料理です。チンジャオロースのチン
ジャオはピーマン、ローは肉、スーは細切りとい
う意味です。

7
ごはん　あげこめこぎょうざ（2こ） こめこぎょうざ　ぶたにく ごはん　でんぷん　さとう にんじん　だいこん　たけのこ

6
ごはん　てりやきハンバーグ てりやきハンバーグ ごはん にんじん　キャベツ　えのきたけ

たまねぎ　

キャベツのみそしる だいず　みそ さとう　

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　れんこん

ふくじんづけ じゃがいも　さとう　ゼリー にんにく　しょうが　うり

ぶたにく　とうふ　 サラダあぶら　ごまあぶら にんにく　ながねぎ　たけのこ

キムチスープ みそ

みかんゼリー

☆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。 五所川原市学校給食センター

2
ごはん　あまずにくだんご（2こ） あまずにくだんご ごはん　ビーフン にんじん　ピーマン　はくさい

ほうれん草は緑黄色野菜の中でも、ビタミンやミ
ネラルを豊富に含んでいるため、「緑黄色野菜の
王様」と言われています。

日
　
曜
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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）

たまねぎ　にら

3
ごはん　ふゆやさいカレー

対応食のコロッケは、パン粉ではなく乾燥した大豆をフ
レーク状にしたものを衣にしています。揚げるとサクサ
クして、時間が経って脂っこくならないのが特徴です。

ひじきには、成長期のからだに必要な栄養素であ
るカルシウムが多く含まれています。ひじきを食
べて健康なからだをつくりましょう。

ひじきのいために ひじき　さつまあげ　あつあげ サラダあぶら

しょうが　とうもろこし　れんこん

1
ごはん　あじフライ パックソース あじフライ ごはん だいこん　えだまめ　たまねぎ

だいこんのそぼろに

しそのは　みかん　トマト　きゅうり　なす　なたまめ

今日はれんこんやだいこんなど、根菜を使ったカ
レーです。根菜類には、体をあたためる効果があ
ります。

あぶらあげ　とりにく サラダあぶら しいたけ　しょうが　ながねぎ

ほうれんそうのみそしる みそ さとう　でんぷん

たまねぎを切った時に涙が出るのは、玉ねぎに含まれる
｢硫化アリル｣という成分が影響しています。ねぎ科特有
の辛味を感じる成分で、血液をサラサラにする効果もあ
るそうです。

ほうれんそう　にんじん

野菜たっぷりのキムチスープはちょっぴり辛いで
すが、体が温まるので冬にぴったりですよ。ビーフンしおいため

食物アレルギー対応食こんだてのおしらせ
たいおうしょくしょくもつ

※ 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。


