
平成２８年（２０１６

2 月３日は『節分』です。『節分』は

しています。暦の上では春ですが、まだまだ

しょう。

栄養ギュギュっと
節分と言えば豆まき。

た歴史があります。1 粒

大豆は畑の肉と呼ばれ、その約３０

質です。たんぱく質は人間の筋肉や内臓

ている成分であり、生命維持には欠かすことができ

ません。

その他にも大豆には、脂質、炭水化物

カリウム、鉄、ビタミン E、ビタミン

内環境を整えてくれるビフィズス菌、

防に良いサポニンも含まれており、『

ス栄養食』とも言われています。

～大豆の栄養～

新しい年になりました。『早寝早起

できているでしょうか。

朝食の欠食は、中学・高校生頃から

ることを知っていますか？（厚生労働省

２０１６年） 1 月２９日 札幌市立藻岩南小学校

は立春の前日、つまり、冬が終わって春に移るという

まだまだ寒さの厳しい日が続きます。体調管理には

ギュギュっと！！大豆と
。豆まきと言えば大豆です。日本では古くから

粒 1 粒は小さいけれど、そこには栄養がギュっと

～変身する大豆～

３０％はたんぱく

内臓などを作っ

かすことができ

炭水化物、食物繊維、

ビタミン B1、また腸

、骨粗鬆症の予

、『自然のバラン

～大豆

大豆は、弥生時代に中国

てきたと考えられています

醤油などの大豆加工品や

した。しかし当時、大豆

め、一般には普及していませんでした

日本で広く大豆の栽培

及した鎌倉時代以降でした

出かける侍や、農民たちの

大豆製品が欠かせないものとなりました

早寝早起き朝ごはん』は

から増える傾向にあ

厚生労働省の調査より）

6 年生は、あと数か月で中学生

くなったり、部活に入ったりと

大きく変わる人もいると思います

小学生のうちから朝食を食

をつけ、そして自分の健康を

身につけていってほしいと思

小学校 石山東小学校給食便り

るという季節の変わり目を意味

には十分気を付けてすごしま

と大豆製品
くから大豆や大豆製品を食べてき

がギュっと詰まっています！

大豆の歴史～

中国から朝鮮半島を通じ入っ

えられています。奈良時代には、味噌や

や、その加工方法も伝わりま

大豆は特別な食べ物であったた

していませんでした。

栽培が始まったのは、仏教が普

でした。この頃になると、戦に

たちの栄養食や保存食としても

かせないものとなりました。

中学生になり、勉強が忙し

ったりと、今とは生活リズムが

います。

食べる習慣

を守る力を

思います。



月 火

1 日 ２日

ごはん

けんちんじる

●ポークチャップ

なっとう

●カレーうどん

フレンチポテト

ミニトマト

精白米/鶏肉 豆腐 つきこんにゃく

人参 大根 ごぼう 長ねぎ 油/豚肉

片栗粉 小麦粉 油 玉ねぎ ピーマン

人参/納豆

ソフトめん 鶏肉 油揚げ

玉ねぎ たけのこ ごぼう

しいたけ ほうれん草 たもぎた

け 長ねぎ 小麦粉 油

ルウ/じゃがいも 油/ミニトマト

８日○石 4.5 年生ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ ９日○藻 3～6 年生ｽｷｰ

わふうそぼろごはん

すましじる

●さんまのカレーあげ

◆●みそバターコーン

ラーメン

きなこポテト

いよかん
精白米 鶏肉 焼き豆腐 切り

干しだいこん 干ししいたけ

ひじき 白ごま しょうが 油

ごぼう 人参/豆腐 わかめ 干

ししいたけ 長ねぎ/さんま 小

麦粉 片栗粉 油

ソフトラーメン 豚肉

人参 しょうが にんにく

すりごま ごま油 もやし

ねぎ メンマ 人参 油

れん草 長ねぎ バター

ルコーン/じゃがいも

かん

1５日 1６日○石 3～6 年生ｽｷｰ

ごはん

いしかりなべ

●あげぎょうざ

しょうがあえ

●◇ゆであげ

トマトソース

●あつあげサラダ

きよみオレンジ

精白米/鮭 豆腐 キャベツ 人

参 玉ねぎ つきこんにゃく

ぶなしめじ 長ねぎ/ぎょうざ

（豚肉 キャベツ ひじき 豚

鶏 長ねぎ でん粉 小麦粉）

/小松菜 もやし しょうが

スパゲッティ オリーブ

パセリ ベーコン えび

あさり 玉ねぎ 人参

ー にんにく パセリ

厚揚げ しょうが 片栗粉

麦粉 油 キャベツ きゅうり

人参 ごま油 白ごま/清見

ンジ

２２日○藻 ５年生ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ ２３日○石 6 年生ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ

●あつあげいり

にくいためどん

★みそしる

いちご

●しょうゆラーメン

あおのりポテト

りんご

精白米 豚肉 メンマ 人参

油 もやし 小松菜 厚揚げ

小麦粉 片栗粉 玉ねぎ りん

ご ウスターソース しょうが

にんにく 片栗粉 ごま油 白

ごま/卵 玉ねぎ/いちご

ソフトラーメン 豚肉

しょうが にんにく 油

もやし 玉ねぎ 人参

ほうれん草 茎わかめ/じゃがい

も 青のり 油/りんご

２９日

ごはん

にくじゃが

★●ちくわの

いしがきあげ

おひたし
精白米/豚肉 大豆 玉ねぎ

じゃがいも しらたき 人参

切り干し大根 さやいんげん

干ししいたけ しょうが 油/

ちくわ 小麦粉 卵 白ごま

黒ごま 油/小松菜 白菜

糸かつお

水 木

３日 ４日○藻 1 年生ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ

◆●チキンライス

★◇●えびよせフライ

◆ヨーグルトあえ

ごはん

●さけのごまみそがけ

ローペンタン

キウイフルーツ

げ 人参

ごぼう 干し

たもぎた

カレー

ミニトマト

胚芽米 大麦 バター 鶏肉 玉ね

ぎ 人参 マッシュルーム グリン

ピース 油/えび すりみ ホール

コーン 玉ねぎ パセリ 卵 片栗

粉 パン粉 油/みかん缶 パイン

缶 黄桃缶 なし缶 なつみかん缶

ヨーグルト

精白米/鮭 小麦粉 片栗粉

白すりごま/豚肉 しょうが

栗粉 人参 白菜 干ししいた

け たけのこ 長ねぎ ごま

キウイフルーツ

ｽｷｰ学習 １０日 １１日

みそバターコーン

ラーメン

●たきこみいなり

●さばのこうみあげ

みそしる

建国記念の日玉ねぎ

にんにく 白

もやし 玉

油 ほう

バター ホー

油/いよ

胚芽米 大麦 人参 干ししい

たけ ひじき 白ごま あまの

り/さば しょうが にんにく

片栗粉 小麦粉 油/じゃがい

も 玉ねぎ わかめ

ｽｷｰ学習 1７日 1８日○藻 ４年生ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ

トマトソース

◆●エスカロップ

コールスローサラダ

◆ぎゅうにゅうプリン

ごはん

マーボーどうふ

●さんまスパイスあげ

きりぼしだいこんの

オリーブ油 油

えび いか

セロリ

小麦粉/

片栗粉 小

きゅうり

清見オレ

胚芽米 大麦 バター パセリ

たけのこ 豚肉 小麦粉 卵

パン粉 油 玉ねぎ 人参 し

ょうが にんにく/キャベツ 人

参 ホールコーン/牛乳プリン

（牛乳）

精白米/豆腐 豚肉 しょうが

にんにく 油 人参 長

干ししいたけ ごま油

粉/さんま しょうが にんにく

片栗粉 小麦粉 油/切り

根 ほうれん草 人参

ごま油

ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ 2４日 ２５日

しょうゆラーメン ●あさりごはん

みそしる
●ぶたにくのたつたあげ
はっさく

●キーマカレー

★◆ごぼうチップサラダ

いよかん

メンマ

油 つと

長ねぎ

じゃがい

胚芽米 大麦 あさり しょう

が 油揚げ 人参 ごぼう た

けのこ 干ししいたけ ひじき

グリンピース 油/豆腐 なめこ

長ねぎ/豚肉 しょうが 片栗粉

小麦粉 油/はっさく

精白米 豚肉 玉ねぎ 人参

セロリー しょうが にんにく

大豆水煮 パセリ レーズン

油 小麦粉/ハム キャベツ

ゅうり ホールコーン ごぼう

油/いよかん

※牛乳が毎日２００ｍｌつきます。

★は卵使用献立 ☆は魚卵を

◆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

金

ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ ５日○藻 2 年生ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ

さけのごまみそがけ

●ソフトフランスパン

◆●ポテトクリームに

★◆●たこやきふう

てんぷら

あまくさ
片栗粉 油

しょうが 片

ししいた

ごま油/

ソフトフランスパン/ベーコン じ

ゃがいも 玉ねぎ マッシュルーム

小麦粉 バター 油 チーズ スキ

ムミルク 牛乳 豆乳 パセリ/豆

腐入りかまぼこ 小麦粉 卵 牛乳

油 糸かつお 青のり/あまくさ

1２日○藻 ぽぷら 1､2 年
ｽｷｰ学習

3 年生ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ

日

★◆●よこわりバンズ

◆●コーンポタージュ

★いかバーグ

わふうサラダ
横割ﾊﾞﾝｽﾞ/ｸﾘｰﾑｺｰﾝ ﾎｰﾙｺｰﾝ ﾍﾞ

ｰｺﾝ じゃがいも 玉ねぎ 人参

ﾊﾟｾﾘ 小麦粉 バター 油 牛

乳 豆乳 ﾁｰｽﾞ ｽｷﾑﾐﾙｸ/いかﾊﾞ

ｰｸﾞ（いか たらすり身 玉ねぎ

でん粉 卵白） 油/大根 きゅ

うり 人参 しらす干し 油

ごま油 白ごま

ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ １９日○石 1、2 年生ｽｷｰ学習

さんまスパイスあげ

きりぼしだいこんのﾅﾑﾙ

★◆●バターロール
◆●チキングラタン
★◆ほうれんそうと

シメジのサラダ
カットパイン

しょうが

長ねぎ

片栗

にんにく

り干し大

白ごま

バターロール/鶏肉 玉ねぎ マ

カロニ 人参 油 小麦粉 バ

ター 牛乳 豆乳 スキムミル

ク チーズ パン粉 パセリ/ハ

ム ほうれん草 ホールコーン

ぶなしめじ 白ごま 油/パイン

２６日

ごぼうチップサラダ

★◆●あげパン

みだくさんスープ

★◆●ラーメンサラダ

人参

んにく

レーズン

キャベツ き

ごぼう

コッペパン 油/豚肉 人参 レ

タス たけのこ ほうれん草

干ししいたけ 油/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

を含む献立

使用献立

です。


