
 

 

 

 

           平成２７年（２０１５年） 1２月２５日 札幌市立藻岩南小学校 石山東小学校給食便り

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

いよいよ冬休みに入ります。休み中は夜更かしをしてしまったり、生活リズムも不

規則になりがちです。規則正しい生活を心がけて過ごしましょう。 

また、普段なかなかご家族そろっての食事が難しいご家庭もあるかと思います。冬

休み中は年末年始など、ご家族で囲む食卓を大切にしていただきたいと思います。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

おせち料理の“いわれ”を知ろう！ 
  

伊達巻き 

昔、おしゃれな男の人を

伊達者
だ て も の

といいました。その人

たちの着物に似ていたことか

ら伊達巻きと呼ばれるように

なりました。 

 お正月のかざりや おせち料理を食べることには、理由があります。その理由を“いわれ”と言います。 

おせち料理 1 品 1 品に込められた“いわれ”を見ると、それぞれに大切な意味が込められていることが 

わかりますね。 

かまぼこ 

紅と白は縁起の良い色で

す。紅は「めでたさ」と「よろこ

び」、白は「神聖」という意味

が込められています。 

栗きんとん 

黄金色に輝く財宝に見立て、

今年も豊かでありますよう…に

との願いが込められています。

見た目も鮮やかな１品です。 

えび 

えびはその姿から、長いひ

げをはやし、腰が曲がるまで

長生きすることを願って、お

せち料理の材料に使われて

います。 

昆布巻き 

昆布巻きは、よろこぶの

「こぶ」から、縁起が良いと言

われています。また、昆布を

たべると健康で長生きできる

とも言われています。 

かずのこ 

かずのこは、『にしん』とい

う魚の卵です。「二親=にし

ん」という言葉から、子孫繁

栄の願いが込められていま

す。 

黒豆 

「まめ」とはもともと、丈夫・

健康を意味しました。また、

「まめに働く」などの語呂合わ

せから、おせち料理には欠か

せない 1品となりました。 

田作り 

昔は、田畑に肥料として小

魚をまきました。そこから、

作物がたくさん実るように、

という願いを込め、“田作り”

という名前になりました。 



 

 

月 火 水 木 金 

 

２０日 ２１日 ２２日 

始業式 
ごはん 

とんじる 

★●ほっけのごまフライ 

いそあえ 

●ソフトフランスパン 

●ビーフシチュー 

★◆コロコロサラダ 

いちごのデザート 

精白米/豚肉 豆腐 じゃがいも

こんにゃく 人参 大根 玉ね

ぎ ごぼう 長ねぎ しょうが 

油/ほっけ 小麦粉 卵 パン粉  

白ごま 油/ほうれん草 もやし 

のり 

ソフトフランスパン/牛肉 にんに

く じゃがいも 玉ねぎ セロリー

人参 さやいんげん  油  小麦粉 

/ハム 凍り豆腐 人参 きゅうり 

ホールコーン 白ごま/いちごのデ

ザート（いちご） 

２５日 ２６日 ２７日 ２８日○藻 3～６年ｽｷｰ学習 
   ○石 1～３年ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ 

２９日 

ごはん 

◇●とうふの 

チリソースに 

●ｵｽししゃものからあげ 

きりぼしだいこんの 

       ナムル 

★◇●ガタタンラーメン 

ごまポテト 

みかん 

●やきぶたチャーハン 

●あさりの 

カリッとサラダ 

フルーツミックス 

とうふめし 

みそしる 

●サケフライ 

★◆●よこわりバンズ 

◆●ポーククリーム 

シチュー 

★◆●ハンバーグ 

★◆こまつなサラダ 

精白米/豆腐 えび 片栗粉 小

麦粉 油 人参 長ねぎ 干し

いたけ グリンピース しょう

が にんにく/オスししゃも 小

麦粉 片栗粉 油/切り干し大根  

ほうれん草  人参  白ごま 

ごま油 

ｿﾌﾄラーメン 豚肉 卵 えび  

いか ほたて ほうれん草 

玉ねぎ 人参 白菜 わらび  

焼きちくわ 黒きくらげ 長ね 

ぎ  しょうが  にんにく  油 

ごま油 片栗粉/じゃがいも 

白すりごま 油/みかん 

胚芽米 大麦 油 豚肉 長ね 

ぎ しょうが にんにく 人参 

玉ねぎ ホールコーン 干し 

いたけ グリンピース ごま油/

あさり しょうが 小麦粉 片

栗粉 油 きゅうり キャベツ 

人参 ごま油 白ごま/みかん缶

パイン缶  りんご缶  黄桃缶 

なし缶 

精白米 もち米 豆腐 油揚げ

人参 たけのこ ふき わらび 

干しいたけ 油 白ごま/じゃが

いも わかめ 長ねぎ/サケフラ

イ（サケ パン粉 小麦粉） 

横割りバンズ/豚肉 じゃがいも

玉ねぎ 人参 パセリ 油 小

麦粉 バター 油 牛乳 豆乳

チーズ スキムミルク/ハンバー

グ（牛肉 豚肉 玉ねぎ パン粉 

卵 牛乳）油/ハム  緑豆春雨 

ひじき 小松菜 ごま油 

※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。 
 

 

 

≪材料（４人分）≫ 

米   １合 

七草  適量 

塩   少々 

 

日本では 1 月７日の朝に、“七草粥”を食べる風習があります。七草は、邪気を払うと言われ、無病息災を

祈って“七草がゆ”として食べるようになりました。また 昔は、まな板の上で 草をとんとんと叩いて刻む

回数も決められていたそうです。 

七草粥は消化吸収が良いので、お正月のごちそうで疲れた胃腸にもぴったりの料理ですね。 

 

≪作り方≫ 

① 米は洗って、水９００ｍｌとともに土鍋に入れて、沸騰

したら弱火にし３０～４０分ほど炊く。途中吹きこぼれ

そうになったら、ふたをずらして蒸気をのがす。 

② 七草は洗って細かく刻む。 

③ おかゆが炊き上がる５分前に、塩少々と七草を全体に混

ぜてできあがり。 

 

この時期になると、七草

のセットを、スーパーで見

かけるようになりますね！ 

冬休みも 1日３食♪ 

 
 

七草粥 
 ～土鍋で炊いてみませんか？～ 

 


