
 

 

 

 

           平成２７年（２０１５年） １０月３０日 札幌市立藻岩南小学校 石山東小学校給食便り 

 

     

 

  

 

 

１１月２３日は「勤労感謝」の日です。日々の食事で「ありがとう」の気持ちは伝えられているでしょう

か。ぜひこの機会に、ご家庭で改めて考え、挨拶や、食べ方で感謝の気持ちを伝えてほしいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 朝晩の冷え込みが厳しくなり、朝起きるのがつらいという人もいるのではないでしょうか。そんな時こそ、

ゆとりをもって起き、しっかりと朝ごはんを食べることが大切です。体が温まり、目も覚めます！ 

 

 

「ありがとう」を伝えよう！ 

  

  

～ごはん   食べていますか？～ 

  世界では、ごはんを中心とした「日本型食生活」が高く評価され 

ています。その一方で、日本では米の消費量が年々低下しています。 

 ごはんには、『どんなおかずとも相性が良い』、『太りにくい』、『栄 

養をバランスよく含んでいる』といった良さがあります。また、ごはん 

を主食とした食事は糖尿病になりくいと言われています。 

 子どもの頃から、様々なおかずとともに、しっかりとご飯を食べる習 

慣を身につけたいですね。  

 

≪お茶碗１杯分のご飯の栄養は？≫ 
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月 火 水 木 金 

2 日 3 日 4 日 ５日 ６日 

ごはん 

とうふのｵｲｽﾀｰｿｰｽに 

●あげぎょうざ 

★◆からしあえ 

 
 
 
文化の日 

◆●サーモンピラフ 

◆●とかちだいずコロッケ 

ほうれんそうと 

ベーコンのサラダ 

 

●ハヤシライス 

やさいのしょうゆづけ 

みかん 

 

★◆●バターロール 
◆●ベーコンシチュー 
★◆オニオンチップ 

サラダ 
かき 

精白米/豆腐 豚肉 ピーマン 玉ねぎ 

長ねぎ 人参 しょうが にんにく 油 

片栗粉/ぎょうざ（豚肉 ひじき ｷｬﾍﾞﾂ 

豚脂 鶏肉 長ねぎ でん粉 小麦粉）/

ハム 小松菜 もやし 

胚芽米 大麦 バター 鮭 玉ねぎ 

ホールコーン マッシュルーム パ

セリ 油/十勝大豆コロッケ（じゃが

いも 大豆  玉ねぎ  マーガリン 

脱脂粉乳 パン粉 小麦粉  でん

粉）/ベーコン ほうれん草 もやし 

油 白ごま 

精白米  豚肉  玉ねぎ  人参 

じゃがいも セロリー しょう

が にんにく マッシュルーム 

グリンピース 油 小麦粉/大根 

きゅうり 人参/みかん  

バターロール/ベーコン じゃがい

も 玉ねぎ 人参 パセリ 小麦粉 

バター 油 牛乳 豆乳  チーズ 

スキムミルク / ハム  キャベツ  

きゅうり ホールコーン  玉ねぎ 

片栗粉 油 白ごま/柿 

９日 １０日 １１日 １２日 １３日 

わふうそぼろごはん 

みそしる 

すのもの 

●ゆであげミートソース 

★◆ハムコーンサラダ 

フルーツミックス 

●とりごぼうごはん 

すましじる 

★●さつまいもてんぷら 

●あつあげのｶﾚｰｿｰｽ 

ナムル 

かき 

★◆●あげパン 

ポテトスープ 

★◆●ラーメンサラダ 

ミニトマト（１こ） 

精白米 鶏肉 焼き豆腐 切り

干し大根 干ししいたけ ひじ

き 白ごま しょうが 油 ご

ぼう 人参/厚揚げ 小松菜/き

ゅうり わかめ 緑豆春雨  

スパゲテイ  オリーブ油  油 

パセリ  豚肉  玉ねぎ  人参 

大豆水煮 マッシュルーム セ

ロリー にんにく 油 小麦粉  

/ハム ホールコーン キャベツ

ごま油/みかん缶 パイン缶 り

んご缶 黄桃缶 なし缶  

胚芽米 大麦 鶏肉 焼き豆腐 

しょうが ごぼう 人参 油揚 

げ 油 白ごま/豆腐 わかめ 

干ししいたけ 長ねぎ/さつまい 

も 小麦粉 卵 黒ごま 油  

精白米/厚揚げ 豚肉 人参 玉

ねぎ さやいんげん しょうが 

にんにく 油 カレールウ 小

麦粉/ほうれん草 もやし 人参 

ごま油 白ごま/柿 

コッペパン/ベーコン じゃがい

も 人参 玉ねぎ パセリ/生ラ

ーメン ハム きゅうり もや

し ホールコーン 人参 ごま

油 白ごま/ミニトマト 

1６日 1７日 1８日 1９日 ２０日○石給食なし 

ごはん 

みそしる 

◆●さけのﾁｬﾝﾁｬﾝやき 

ごまあえ 

 

●しおラーメン 

だいがくいも 

みかん 

◆◇●シーフードピラフ 

★とうふのロックあげ 

パインかんづめ 

ごはん 

さつまじる 

●かわりやきにく 

おひたし 

★◆●ツイストパン 

◆●はくさいと 
にくﾎﾞｰﾙのｸﾘｰﾑに 

●ほっけのカレーあげ 
コールスローサラダ 

精白米/じゃがいも 玉ねぎ わ

かめ/鮭  小麦粉 片栗粉 油 

しょうが  ピーマン  玉ねぎ 

ぶなしめじ キャベツ バター/

小松菜 白菜 白ごま 

ソフトラーメン しょうが に

んにく 油 メンマ つと も

やし 人参 玉ねぎ 白菜 長

ねぎ ほうれん草 わかめ/さつ

まいも 油 黒ごま/みかん 

胚芽米 大麦 バター ベーコ

ン えび あさり いか 玉ね

ぎ 人参 マッシュルーム パ

セリ 油/焼き豆腐 さやいんげ

ん ホールコーン ポークフラ

ンク すりみ ひじき 卵 片

栗粉 油/パイン缶 

精白米/鶏肉 さつまいも 豆腐 

板こんにゃく 人参 大根 ご 

ぼう 長ねぎ 油/豚肉 小麦粉  

片栗粉 油 しょうが にんに 

く 玉ねぎ/ほうれん草 もやし  

糸かつお 

ﾂｲｽﾄﾊﾟﾝ/豚肉 すりみ 焼き豆

腐 玉ねぎ 片栗粉 白菜 人

参  マッシュルーム  パセリ 

小麦粉  バター  油  チーズ 

スキムミルク 牛乳 豆乳/ほっ

け 小麦粉 片栗粉 油/キャベ

ツ 人参 ホールコーン 油  

２３日 ２４日 2５日 ２６日 ２７日 

 

 

 

勤労感謝の日 

 

●みそうどん 

きなこポテト 

りんご 

ちゅうかおこわ 

わかめスープ 

★◆◇●ｼｭｰﾏｲﾌﾘｯﾀｰ 

 

ごはん 

みそしる 

さんまのみそに 

いそあえ 

★◆●よこわりバンズ 
◆●しろはなまめ 

ポタージュ 
●くしろさんたらﾌﾗｲ 
あさりのサラダ 

ソフトめん  鶏肉  しょうが 

にんにく ごま油 白ごま 油

揚げ つと 干ししいたけ ほ

うれん草 長ねぎ/じゃがいも 

油 きな粉/りんご 

 

 

 

胚芽米 もち米 豚肉 しょう 

が 干ししいたけ きくらげ  

たけのこ 人参 日本栗 ｸﾞﾘﾝ 

ﾋﾟｰｽ 油 ごま油/わかめ 豆腐  

干ししいたけ 長ねぎ 白ごま  

ごま油/えびｼｭｳﾏｲ（えび たらす 

り身 玉ねぎ 豚脂 小麦粉  

片栗粉） 小麦粉 卵 牛乳 油 

精白米/豆腐 なめこ 長ねぎ/ 

さんま しょうが 長ねぎ/こま 

つな もやし 切りのり 

 

 

 

 

  

横割りバンズ/べにばないんげん

ベーコン じゃがいも 玉ねぎ 

パセリ  小麦粉  バター  油 

牛乳 豆乳 チーズ スキムミ

ルク/釧路酸たらﾌﾗｲ（たら パン

粉 小麦粉 でん粉）/あさり 

しょうが きゅうり キャベツ 

人参 油 ごま油 白ごま 

３０日○藻振替休業日 
    

★☆●かきあげどん 

みそしる 

しょうがあえ 

 

  

※牛乳が毎日２００ｍｌつきます。 

 

★は卵使用献立 

☆は魚卵を含む献立 

◆は牛乳・乳製品使用献立 

◇はえび使用献立 

●は麦・小麦使用献立     です。 

 

精白米 えび あさり さくら 

えび 玉ねぎ 人参 ごぼう  

春菊 ひじき 切り干し大根  

小麦粉 卵 油/ｷｬﾍﾞﾂ 油揚 

げ/ほうれん草 もやし しょう 

が 

 


