
しのだに、ちりめんつくだに ごはん 牛乳、とうふ レタス、きゅうり

やさいサラダ ドレッシング 油あげ、とり肉、ぶた肉 ブロッコリー、はくさい

まっちゃだいず ふ ちりめんじゃこ、だいず にんじん、こんにゃく

肉汁
かつおフライ ごはん 牛乳 キャベツ、とうもろこし

キャベツサラダ ふ、米油 かつお、わかめ 玉ねぎ、こまつな

かしわもち かしわもち とり肉、とうふ

とうふのみそ汁 ドレッシング

ごもくたまごやき ごはん 牛乳 ブロッコリー、きゅうり

ふりかけ せんべい たまご とうもろこし、だいこん

ブロッコリーサラダ ドレッシング とり肉 にんじん、ごぼう、まいたけ

せんべい汁 ねぎ

さんさいうどん うどん 牛乳 ほそたけ、わらび、ふき

コーンフライ ごま とり肉 しいたけ、ねぎ、とうもろこし

のりあえ 米油、ゼリー なると、のり キャベツ、ほうれん草

ゼリー
とんどんの具 ごはん 牛乳 玉ねぎ、ピーマン、こんにゃく

かいそうサラダ 米油 ぶた肉、海そう レタス、きゅうり、とうもろこし

ミニトマト（２こ） でんぷん こうやどうふ もやし、こまつな、ミニトマト

こうやどうふのみそ汁
いわしおろしに ごはん はっこう乳 ごぼう、にんじん

きんぴらごぼう 米油、ごま油 いわし、牛肉 こんにゃく、玉ねぎ

オレンジ でんぷん とうふ、たまご にら、オレンジ

みそかきたま汁
とり肉てりやき ごはん 牛乳 にんじん、ふき、こんにゃく

ふきのいためもの 米油、さとう とり肉、わかめ 玉ねぎ、ねぎ

トマト じゃがいも ぶた肉、油あげ トマト

じゃがいものみそ汁
あじフライ、ソース ごはん 牛乳 キャベツ、きゅうり

せんぎりキャベツ じゃがいも あじ だいこん、にんじん

ポテトサラダ 米油 油あげ、とり肉 しめじ、ねぎ

和風コンソメスープ
とうふハンバーグ ごはん 牛乳 たけのこ、にんじん、れんこん

ちくぜんに 米油 とうふハンバーグ しいたけ、こんにゃく

いちご（２こ） さとう とり肉、こうやどうふ キャベツ、玉ねぎ、いちご

キャベツのみそ汁
ソーセージステーキ こめこパン 牛乳 玉ねぎ、ピーマン、マッシュルーム

スパゲティソテー バター、オリーブ油 ソーセージステーキ はくさい、にんじん、オレンジ

オレンジ スパゲティ もやし、ねぎ

やさいスープ
はるやさいカレー ごはん 牛乳 玉ねぎ、にんじん

フルーツポンチ バター、オリーブ油 ぶた肉 なの花、アスパラガス

じゃがいも、ゼリー りんごシロップづけ

ももシロップづけ

さけしおやき ごはん 牛乳 だいこん、にんじん、えだ豆

だいこんとあつあげのにもの 米油 さけ、あつあげ こんにゃく、もやし、こまつな

トマト さとう 油あげ トマト

もやしのみそ汁

ぶた肉みそやき ごはん 牛乳 もやし、きゅうり、メンマ

メンマのあえもの ごま、ごま油 ぶた肉、きんとき豆 にんじん、はくさい

にまめ 油あげ えのきたけ

はくさいのみそ汁
みそラーメン ちゅうかめん 牛乳 玉ねぎ、にんじん、もやし

しゅうまい（２こ） ドレッシング ぶた肉、なると キャベツ、メンマ、ねぎ、きくらげ

だいこんサラダ ごま、ごま油 ツナ、しゅうまい だいこん、きゅうり、とうもろこし

さばみそに ごはん 牛乳 ほそたけ、にんじん

ほそたけのいためもの 米油、さとう ぶた肉、とうふ えのきたけ、ねぎ

トマト さば、もずく、油あげ トマト、こんにゃく

もずくのみそ汁
はるまき、ふりかけ ごはん 牛乳 もやし、ほうれん草

ナムルサラダ ごま、ドレッシング ぶた肉、とうふ だいこん、にんじん

青ももシロップづけ ごま油、米油 チンゲンサイ、こんにゃく

かんこくふうスープ ももシロップづけ

ミートオムレツ、いちごジャム 食パン、じゃがいも 牛乳 キャベツ、アスパラガス

アスパラサラダ ドレッシング、ジャム たまご にんじん、グリンピース

ミニトマト（２こ） バター、オリーブ油 とり肉、ツナ 玉ねぎ、ミニトマト

クリームシチュー りんごジュース 生クリーム

ホキフライ、ソース ごはん 牛乳 キャベツ、こんにゃく

せん切りキャベツ 米油、さとう ホキ にんじん、だいこん

ねりこみ でんぷん、さつまいも 油あげ、とうふ なめこ、ねぎ

なめこのみそ汁
ハンバーグ ごはん 牛乳 なの花、はくさい

なの花のおひたし じゃがいも ハンバーグ だいこん、にんじん、ごぼう

いちご（２こ） かつおぶし こんにゃく、ねぎ、いちご

とん汁

水 26.3 g

g

25

津軽地方の郷土料理で、砂糖を使った甘
い料理です。田植えの休けい時間や来客
時、おめでたい席でのもてなし料理とし
て食べられてきました。食べ慣れない人
もいるかもしれませんが、郷土の味を食
べて受け継いでいってほしいです。

●・●郷土料理　ねりこみ●・●

みそラーメン

牛乳

めん類のスープは塩分が高めなの
で、飲みきらないで、具をしっかり
食べましょう。

648 kcal

牛乳

さばみそ煮はごはんによく合う味つ
けです。ごはんと一緒に食べましょ
う。

610 kcal

※　献立が変更になる場合もありますので、よろしくお願いします。

27

食パン

りんご
ジュース

非常食用の食パンを使用します。給
食センターでは、万が一に備えて非
常食を備蓄しています。

697

31
牛乳

596 kcal

火 24.4

30
牛乳

591 kcal

月 18.0 g

g

kcal

23
牛乳

663 kcal

月 27.0 g

金 19.9 g

火 32.1 g

26
牛乳

青い桃は、大きくなる前の白桃を春
に実すぐりし、まるごとシロップ漬
けにしたものです。

651 kcal

木 20.6

煮豆は金時豆という豆です。豆類は食物
繊維やミネラルなど、栄養たっぷりの食
材です。豆料理に親しみましょう。

24

20
牛乳

586 kcal

金 26.0 g

19

はるやさいカレー

牛乳

666 kcal

木 19.8 g

春が旬の菜の花とアスパラを使っ
たカレーです。フルーツポンチのり
んごシロップ漬けは青森県産です。

魚の骨に気をつけて、見つけたら
じょうずに取りのぞきましょう。

18

こめこパン

牛乳

617 kcal

水 23.2 g

17
牛乳

根菜類を使った煮ものです。生野菜
もおいしいですが、味がしみこんだ
野菜もまたおいしいですよ。

639 kcal

火 25.9 g

オレンジは、皮と果肉の間の白いと
ころからはがすと、きれいに皮がは
がれます。やさしくはがしてみま
しょう。

16
牛乳

667 kcal

月 27.3 g

13
牛乳

584 kcal

金 23.2 g

すじの通ったふき。食物繊維がたっ
ぷりで、独特な風味が春を感じさせ
てくれます。

食事のマナーは守れていますか？
あいさつや、姿勢、食器の持ち方、
食べ方などに気をつけましょう。

12
ジョア

583 kcal

木 24.1 g

11

とんどん

牛乳

丼ものは、ごはんが汁をまとい、よ
くかまずに飲みこみがちです。意識
してゆっくりよくかんで食べましょ
う。

580 kcal

水 23.2 g

いわしおろし煮は骨までやわらかく
煮ています。骨ごと食べることでカ
ルシウムがとれます。

10

さんさいうどん

牛乳

春はいろいろな山菜が旬を迎えま
す。厳しい冬を乗り越えて芽を出す
山菜は、栄養たっぷりです。

615 kcal

火 25.3 g

6

たけのこごはん

牛乳

671 kcal

金 25.6 g

9
牛乳

ぐんぐん成長するたけのこ、｢勝男｣
にちなんだかつお、かしわもちなど
を取り入れました。

598 kcal

月 23.8 g

５月２日は｢八十八夜｣で、この日に
新茶を飲むと病気にならないとさ
れています。八十八夜にちなんで、
まっ茶味の大豆がつきます。

5月5日はこどもの日

令和４年度５月分（小学校） 藤崎町学校給食センター

エネルギー

たんぱく質

2
牛乳

651 kcal

月 33.4

日にち こ　　ん　　だ　　て
主にエネルギーの
もとになる食品

主に血や肉となる食品 主に体の調子を整える食品 ひとくちメモ

g

　こんだてのねらい

 春の食材を楽しもう
こ ん だ て の お し ら せ


