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とうもろこし　しょうが　にんにく　グリンピース　もやし　ぜんまい　きくらげ　せり

いとこんにゃく　はくさい　こまつな

はくさいのみそしる さつまあげ　あつあげ　みそ ながねぎ　たけのこ　にんじん

28

24
コッペパン　ボロニアカツ ぎゅうにゅう　ボロニアカツ コッペパン　サラダあぶら カリフラワー　ブロッコリー　

ボイルサラダ　マヨネーズふうドレッシング えび　 バター　こむぎこ ゆきにんじん　マッシュルーム

ゆきにんじんポタージュ マヨネーズふうドレッシング たまねぎ　パセリ

25
ごはん　ごもくあつやきたまご のむヨーグルト（プレーン） ごはん　サラダあぶら　さとう きりぼしだいこん　ほうれんそう

きりぼしだいこんのいために ごもくあつやきたまご

ごはん　さめのにつけ ぎゅうにゅう　さめのにつけ ごはん　サラダあぶら わらび　つきこんにゃく　にんじん

22
ごはん　くろぶたしゅうまい（2こ） ぎゅうにゅう　ツナフレーク ごはん　はるさめ　しろごま たけのこ　きくらげ　きゅうり

昆布には不足しがちなミネラルや食物繊維
が豊富に含まれています。生活習慣病の予
防に効果的です。

はるさめサラダ くろぶたしゅうまい にんじん　しいたけ　ながねぎ

ミネラルスープ わかめ　こんぶ　とうふ　なると たまねぎ

21
ごはん　ほっけのしおやき ぎゅうにゅう　ほっけしおやき ごはん　サラダあぶら メンマ（たけのこ）　いとこんにゃく メンマはマチク（麻竹）のたけのこを乳酸

発酵させた加工食品です。メンマに豊富な
成分である食物繊維は、肥満防止や大腸が
んの予防の成分として注目されています。

メンマソテー ぶたにく　あぶらあげ　みそ ごまあぶら　 にんじん　ほうれんそう　たまねぎ

ほうれんそうのみそしる ながねぎ　しいたけ

18
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　バター たまねぎ　にんじん　りんご 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、みょうがなどがありま
す。

キャベツのごまマヨあえ チーズ じゃがいも　さとう にんにく　しょうが　キャベツ

ふじさんゼリー マヨネーズ　しろごま　ゼリー ブロッコリー　トマト

きんぴらごぼう しじみ　さつまあげ　みそ ごまあぶら　しろごま いとこんにゃく

しじみじる

17
ごはん　ぶたみそステーキ ぎゅうにゅう　ぶたみそステーキ ごはん　サラダあぶら　さとう ごぼう　にんじん　ながねぎ 五所川原市産のしじみが使用されていま

す。しじみにはうま味として感じるコハク
酸を多く含んでいます。しじみだけでな
く、出し汁も飲んでうま味を味わいましょ
う。

16
ごはん　さばのみそに ぎゅうにゅう　さばのみそに ごはん　サラダあぶら　さとう にんじん　えだまめ　こまつな

にんじんのそぼろに とりにく　こうやどうふ　 しょうが　たまねぎ　

こまつなのみそしる とうふ　みそ　あぶらあげ

あさり　なると　 サラダあぶら　ワンタン チンゲンサイ　ながねぎ　しいたけ

ワンタンスープ ワンタン（ぶたにく） ピーマン

15
きのこうどん ぎゅうにゅう　とりにく ゆでうどん　サラダあぶら にんじん　しいたけ　ぶなしめじ

かぼちゃコロッケ あぶらあげ　 さとう　ながいも まいたけ　ながねぎ　きゅうり

ながいものうめあえ こんぶ　

10
しょくパン　デミグラスハンバーグ ぎゅうにゅう　ベーコン しょくパン　オリーブオイル

たまごはたんぱく質の王様といわれるほど
たんぱく質が豊富です。また、ほぼすべて
の栄養素を含んでいるため、完全栄養食品
ともいわれています。

たまごサラダ たまご　デミグラスハンバーグ ドレッシング　じゃがいも

きゅうり　にんじん　たまねぎ　セロリ

ミネストローネ　いちごミックスジャム いちご　りんご　トマト　にんにく

ズッキーニ　ブロッコリー　パセリ

長いものぬめりには胃粘膜を守る成分が含
まれています。今日は梅和えにしました。
シャキシャキとした食感がアクセントで
す。

14
ごはん　にくだんご（2こ） ぎゅうにゅう 　にくだんご ごはん　ビーフン　 たまねぎ　たけのこ　にんじん　 ビーフンはうるち米から作られています。

ビーフンに似た春雨は、じゃがいもやさつ
まいも、緑豆などのでん粉から作られてい
ます。

ビーフンしおいため

さといものみそしる ちくわ　こうやどうふ　みそ

8
ごはん　あげやさいぎょうざ（2こ） ぎゅうにゅう　やさいぎょうざ ごはん　サラダあぶら キャベツ　たまねぎ　ながねぎ　

9
ごはん　とりにくのごまてりやき ぎゅうにゅう　すきこんぶ ごはん　サラダあぶら　さとう だいこん　にんじん　こまつな

すきこんぶのにもの

チンジャオロースー ぶたにく　わかめ　とうふ たけのこ　ピーマン　にんじん

わかめスープ

とりにくのごまてりやき

みずのあぶらいため さつまあげ　ぶたにく じゃがいも　 はくさい　ごぼう　しょうが

ぶたじる こうやどうふ　みそ

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。

3
ごはん　いわしのこんぶに ぎゅうにゅう　いわしのこんぶに ごはん　サラダあぶら　さとう キャベツ　ごぼう　にんじん

ひじきとだいずのごもくに ひじき　ぶたにく　だいず

7
ごはん　にしんのてりに ぎゅうにゅう　にしんてりに ごはん　サラダあぶら　さとう みず　つきこんにゃく　にんじん

4
ごはん　クリスピーチキン ぎゅうにゅう　クリスピーチキン ごはん 　ドレッシング ブロッコリー　とうもろこし

ながねぎ　いとこんにゃく

がんもどきのみそしる がんもどき　みそ

2
ごはん　ほうれんそうたまごやき ぎゅうにゅう 　ぶたにく ごはん　さとう　ごまあぶら ほうれんそう　れんこん　ごぼう

ナムルは野菜をごま油や塩で和えた韓国の
家庭料理です。韓国では箸休めやビビンバ
の上に乗せて食べることが多いそうです。

さばはEPA・DHAと呼ば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
いわれています。これらの脂肪酸は、記憶力の
向上を促す効果があります。

1
みそラーメン ぎゅうにゅう　ぶたにく ゆでちゅうかめん　 キャベツ　にんじん　ほうれんそう

じゃがバタちゃきん

今日は節分です。節分には豆をまいて鬼
（災害や病気などのわざわい）をはらい、
まいた豆を年の数だけ食べる風習がありま
す。

なると　ちゃきん（たまご） ちゃきん（じゃがいも、バター） メンマ（たけのこ）　ながねぎ　にら

ナムル みそ

冬のほうれん草の栽培方法には、「寒締
め」といって、冷たい温度にさらしてから
収穫する方法があります。葉が肉厚になり
甘みが強くなります。

れんこんのきんぴら

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

わらびいため ちくわ　にくだんご　みそ ごまあぶら はくさい　たまねぎ　ごぼう

にくだんごのみそしる えだまめ　とうもろこし

五所川原市立学校給食センター

ほうれんそうたまごやき さつまいも にんじん　だいこん　はくさい

さつまじる ちくわ　こうやどうふ しょうが　いとこんにゃく

きのこはカルシウムの吸収を助けてくれる
ビタミンDがたくさん入っています。
また、食物繊維も豊富でお腹の調子を整え
てくれます。

ブロッコリーのツナあえ ツナフレーク　ベーコン ぶなしめじ　えのきたけ　こまつな　

きのこスープ　

うめ　かぼちゃ　たまねぎコロッケ（じゃがいも）

いとこんにゃく

サメの煮付けは、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。

にんじん　たまねぎ

チンジャオロースーはピーマンと細切りの肉な
どを炒めた中華料理です。中国語でチンジャオ
はピーマン、ローは肉、スーは細切りという意
味です。

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、免疫力を高め、健康な
体を維持するのに役立ちます。

雪人参は深浦町産のものを使用していま
す。野菜とは思えないほどのフルーティー
な甘さが特徴です。

トマトの赤い色は「リコペン」あるいは
「リコピン」とよばれ、スイカやパパイヤ
などにも含まれている天然色素の一部で
す。

さといも　ごま いとこんにゃく　ごぼう

あかパプリカ　しょうが　にんにく　だいこん　にら　ぶなしめじ

※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。


