
血や肉や骨になる 体の熱や力になる 体の調子を整える 熱量
kcal

たん白質
ｇ

ごはん、とりのからあげ とりにく、とうふ ごはん、ごま だいこん、ほうれんそう、にんじん

だいこんナムル ぶたにく でんぷん、こめサラダあぶら しょうが、にんにく、ねぎ 小　668 22.7

マーボードウフ りんごジュース 中　856 29.4

りんごジュース

てんぷらうどん（やさいかきあげ） ぎゅうにゅう うどん、こめサラダあぶら ごぼう、にんじん、ほうれんそう

おひたし かまぼこ、とりにく ねぎ、はくさい、ほししいたけ 小　597 25.6

ぎゅうにゅう かつおぶし、チーズ たまねぎ 中　802 33.0

チーズドック（中学校のみ）

ごはん、さんまのもみじに ぎゅうにゅう ごはん、ごま だいこん、きゅうり、キャベツ

きりぼしだいこんのちゅうかあえ さんま、とりにく、とうふ えのきたけ、ねぎ、にんじん 小　632 27.1

キャベツのみそしる みそ 中　744 30.6

ぎゅうにゅう

ごはん、チキンのチーズやき ぎゅうにゅう ごはん、マヨネーズ ごぼう、アスパラガス、とうもろこし

ごぼうサラダ、トマト とりにく、チーズ ごま、でんぷん トマト、はくさい、にんじん 小　647 23.2

ちゅうかコーンスープ なると たまねぎ、たけのこ、きくらげ 中　761 25.4

ぎゅうにゅう

ごはん、とうふのにくみそハンバーグ ぎゅうにゅう ごはん、こめサラダあぶら メンマ、にんじん、きくらげ

メンマソテー とうふ、とりにく、ぶたにく さとう、じゃがいも えのきたけ、ねぎ 小　604 23.3

じゃがいものみそしる あぶらあげ、みそ こんにゃく 中　717 26.5

ぎゅうにゅう

ごはん、たらのねぎみそやき ぎゅうにゅう ごはん、しらたま ねぎ、きゅうり、キャベツ

きゅうりとキャベツのサラダ たら、ツナ、とりにく ブルーベリーゼリー とうもろこし、だいこん、にんじん 小　656 30.5

しらたまじる、ぎゅうにゅう ほししいたけ 中　782 33.7

ブルーベリーゼリー

ごはん、いためビビンバ ぎゅうにゅう ごはん、こめサラダあぶら にんにく、もやし、にんじん

つぼづけ、りんご ぶたにく、かにボール ごま、ごまあぶら ほうれんそう、りんご、だいこん 小　583 23.0

かにボールスープ はるさめ はくさい、パセリ、たまねぎ 中　704 26.9

ぎゅうにゅう

くりごはん、たまごやき ぎゅうにゅう ごはん、ごま、きざみふ ほうれんそう、もやし

ごまあえ たまご、とうふ、あぶらあげ くり みつば 小　658 27.5

すましじる かまぼこ、わかめ 中　779 30.8

ぎゅうにゅう、ごましお

ポークカレー ぎゅうにゅう ごはん、じゃがいも たまねぎ、にんじん、にんにく

なまやさい ぶたにく オリーブあぶら しょうが、レタス、ブロッコリー 小　735 23.1

ふくじんづけ ふくじんづけ 中　901 27.2

ぎゅうにゅう

ごはん、チキンみそカツ ぎゅうにゅう ごはん、こめサラダあぶら くきわかめ、きゅうり、はくさい

くきわかめサラダ とりにく、ハム、たまご はるさめ、でんぷん ねぎ、まいたけ、にんじん 小　603 23.5

やさいたっぷりたまごスープ みそ ごまあぶら ほししいたけ 中　717 26.1

ぎゅうにゅう

ごはん、さけのしおやき ぎゅうにゅう ごはん、こめサラダあぶら ごぼう、にんじん、だいこん

きんぴらごぼう さけ、ぶたにく、あぶらあげ さとう、ごまあぶら、ごま だいこんな、ねぎ、ぶなしめじ 小　610 29.0

だいこんのみそしる みそ 中　723 32.2

ぎゅうにゅう

こめこパン ぎゅうにゅう こめこパン かぼちゃ、ピーマン、たまねぎ

かぼちゃミートフライ ベーコン、ウインナー スパゲティ、オリーブあぶら マッシュルーム、だいこん、キャベツ 小　777 26.1

スパゲティソテー ぶたにく バター、じゃがいも にんじん、パセリ 中　988 33.2

ポトフ、ぎゅうにゅう こめサラダあぶら

ごはん、さばのしおやき はっこうにゅう ごはん、さつまいも だいこん、えのきたけ、にんじん

おろしあえ さば、こうやどうふ ねぎ 小　638 23.3

さつまいものみそしる みそ、ひじき、のり 中　750 25.9

はっこうにゅう、ひじきのり

ごはん、ぶたのしょうがやき ぎゅうにゅう ごはん、マヨネーズ れんこん、きゅうり、にんじん

れんこんサラダ ぶたにく、なると ワンタン メンマ、はくさい、ねぎ 小　652 22.6

ワンタンスープ しょうが 中　767 24.9

ぎゅうにゅう

ごはん、ショーロンポー ぎゅうにゅう ごはん、ごまあぶら たまねぎ、もやし、はくさい

ぶたキムチいため ショーロンポー さとう、じゃがいも きくらげ、チンゲンサイ、にんじん 小　631 23.4

やさいスープ ぶたにく、わかめ ぶなしめじ 中　806 29.1

ぎゅうにゅう

ごはん、ほっけのてりやき ぎゅうにゅう ごはん、さとう だいこん、グリーンピース

だいこんのそぼろに、ミニトマト ほっけ、とりにく、たまご でんぷん、こめサラダあぶら にら、ほししいたけ、ねぎ、にんじん 小　619 31.5

にらたまじる とうふ、みそ ミニトマト 中　738 35.3

ぎゅうにゅう

みそラーメン ぎゅうにゅう ちゅうかめん、じゃがいも にんにく、しょうが、もやし

にたまご とりにく、たまご ノンエッグマヨネーズ キャベツ、にんじん、とうもろこし 小　700 32.4

ポテトサラダ みそ、ハム さとう ねぎ、メンマ、きくらげ、きゅうり 中　819 37.1

ぎゅうにゅう

ごはん、マスタードチキン ぎゅうにゅう ごはん、はるさめ たけのこ、にんじん、たまねぎ

はるさめのちゅうかいため とりにく、ぶたにく、なると こめサラダあぶら、でんぷん きくらげ、ねぎ、もやし 小　582 21.8

わかめスープ わかめ ごまあぶら、ごま 中　689 24.2

ぎゅうにゅう

ごはん、あじフライ ぎゅうにゅう ごはん、こめサラダあぶら キャベツ、ブロッコリー、こまつな

せんキャベツ、はなやさいサラダ あじ、とうふ、みそ ごま ごぼう、ねぎ、にんじん 小　707 33.8

こまつなのみそしる あぶらあげ、ツナ ノンエッグマヨネーズ カリフラワー 中　831 37.4

ぎゅうにゅう

チキンカレー ぎゅうにゅう ごはん、じゃがいも たまねぎ、にんじん、にんにく

りんご とりにく バター、オリーブあぶら しょうが、りんご、ふくじんづけ 小　723 23.5

ふくじんづけ 中　880 27.6

ぎゅうにゅう

ごはん、メバルのてりやき ぎゅうにゅう ごはん、さとう ほうれんそう、もやし、こんにゃく

からしじょうゆあえ メバル、ツナ、とりにく さといも にんじん、ねぎ、まいたけ、ごぼう 小　610 32.9

いものこじる 中　731 37.0

ぎゅうにゅう

小学校 649 26.2

中学校 785 30.2
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りんごは、広船産の「とき」
を予定しています。

木
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水
卓上ソースがつきます。
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月

26

火

ショーロンポーは小学校ひと
り２こ、中学校ひとり３こで
す。

人気メニュー「大根のそぼろ
煮」は、平川市小国産のおい
しいだいこんを使います。

はしを上手に使って食べま
しょう。

マスタードはからしに酢など
を混ぜた調味料です。

食事はゆっくりよくかんで食
べましょう。

はっこう乳はストロベリー味
です。

きんぴらは、日本の伝統的な
料理です。青森県産のごぼう
を使用しています。

こめこパンのこめこは、青森
県産まっしぐらを使用してい
ます。

卓上ドレッシングがつきま
す。

月

5

ごぼうは食物せんいが多く、
おなかの調子をよくしてくれ
ます。

今月のねぎは、平川市産で
す。

ごましおがつきます。くりご
はんにふりかけて食べましょ
う。

じゃがいもは、苗生松みどり
会の方々が育てたものです。
感謝していただきましょう。

12

りんごは、広船産の「弘前ふ
じ」を予定しています。
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水
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15

14

さんまは秋が旬の魚です。

平川市学校給食センター

こ　ん　だ　て
使　用　す　る　主　な　食　品 栄　養　価

令和３年１０月

給食日 一口メモ

うどんにやさいかきあげをの
せて食べましょう。

とりのからあげは、小学校ひ
とり２こ、中学校ひとり３こ
です。

火
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金
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木

木

8

金

火

13

水

11

月

栄養価平均

火

29

金

金
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19

月

いものこ汁は「さといも」を
使った料理です。東北地方で
よく食べられます。

20 れんこんの旬は、１０月から
３月頃です。シャキシャキと
した食感が特徴です。水

21

22

木

金

※材料の都合により献立を変更する事があります。ご了承ください。

て い
元気なからだを

つくろう！


