
平成２９年９月２９日
札幌市立平岡中央小学校
札 幌 市 立 北 野 小 学 校

清田区の畑では、収穫の時期を迎えています。きれいで豊富な水があり、冷涼な気候で

ある清田区は、野菜を育てるのにはぴったりの地域です。

ｽﾞｯｷｰﾆ とうもろこすでに、生産者の方やJAさっぽろのご協力をいただき、地元産の や

を学校給食で提供し、子どもたちからは「いつもより、おいしかった！ 「また、食べたし 」

いです！」などのメッセージをもらいました。

10月からは、もうすっかりおなじみの をはじめ、札幌伝統野菜のポーラスターほうれん草

、 （ ） 、 （ ） 。札幌白ごぼう 札幌大球 滝野メークインキャベツ や じゃが芋 を使用する予定です

教室には、シールを貼る台紙を配り、清田区産の野菜を使った料理を食べた日には、シールを貼
り、「きよたやさいランド」を完成させます。
生産者の方からのメッセージなどを載せた資料や、レシピを紹介したご家庭向けのおたよりも配

付しますので、是非、地産地消の良さなどを話題にしていただきたいと思います。

を開催します！
〈テーマ〉 きゅうしょくで学ぼう！ 食べる楽しさ 大切さ

〈日 時〉 平成２９年１０月２１日（土）10：00～18：00

〈場 所〉 ＪＲ札幌駅 西コンコース（西改札口そば）イベント広場

クイズに答えて野菜をもらいましょう。☆野菜ゲットスタンプラリー：

１日に必要な野菜の量を実感します。☆野菜計量体験：

はしで大豆をつまみ、容器に移すゲームです。☆はし１（ワン）グランプリ：

○×クイズなどで、楽しく「食」を学びます。☆わくわく食育ショー：

会場では、写真やパネルの展示、給食の実物展示、食育ブックマークの

プレゼントなどもあります。お待ちしております！

きゅうしょく

 



 
 

 

 
27 日（金）の給食では、

「体を大きくする食べ物

について知ろう」をめあ

てに、「豚肉のごま揚げ」

と「鮭ザンギ」のどちらか

を選びます。成長期に必

要な栄養素である「たん

ぱく質」が豊富です。 

１０月予定献立                              ＊牛乳は毎日つきます 
月 火 水 木 金 

２日  

鮭ミックス丼 

味噌汁 

からし和え 
北野小 開校記念日 

３日 横割りバンズパン 

ほうれん草と肉ボールスープ 

フイッシュバーガー 

グレープゼリー 

４日 

カレーライス 

野菜のしょうゆ漬け 

果物 

５日  

たぬきうどん(えび入り) 

チーズポテト 

果物 

６日  

焼豚チャーハン 

白花豆コロッケ 

切り干し大根のサラダ 

ごはん／鮭、醤油、生姜、

片栗粉、小麦粉、菜種油、

厚揚げ、玉ねぎ、たけのこ、

人参、白ごま/大根、油揚げ、

味噌/ハム、ほうれん草、白

菜、醤油 
 

パン/豚挽肉、たらすり身、

焼き豆腐、生姜、味噌、片

栗粉、ほうれん草、春雨、

醤油/ﾌﾗｲ（たら、パン粉、

ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞ、コーンスターチ、

片栗粉、大豆）、菜種油/ぶ

どうジュース、粉寒天 

ごはん/豚肉、じゃが芋、玉

ねぎ、人参、セロリ、りん

ご、生姜、にんにく、グリ

ンピース、菜種油、小麦粉、

カレー粉、カレールー、醤

油/大根、きゅうり、人参、

醤油、水あめ/みかん 

ゆでうどん/えび、あさり、人

参、春菊、ごぼう、切り干し

大根、ひじき、小麦粉、鶏卵、

菜種油、鶏肉、つと、ほうれ

ん草、長ねぎ、たもぎ茸、干

し椎茸、醤油/じゃが芋、バタ

ー、チーズ、牛乳、スキムミ

ルク/巨峰 

胚芽米、大麦、醤油、菜種油、

豚肉、長ねぎ、生姜、にんにく、

人参、玉ねぎ、ﾎｰﾙｺｰﾝ、干し椎

茸、グリンピース、ごま油/ｺﾛｯｹ

（白花豆、じゃが芋、バター、

スキムミルク、パン粉、米粉、

小麦粉、植物油脂）、菜種油/切

り干し大根、まぐろ水煮、人参、

もやし、きゅうり、白ごま、味

噌、醤油、ごま油 

９日 

体育の日 

１０日 横割りバンズパン 

パンプキンシチュー 

イカバーグ 照り焼きソース 

ほうれん草とコーンのサラダ 

１１日 ごはん 

しょうゆおでん 

さつまいも天ぷら 

おかかふりかけ 

１２日   

パスタシーフードトマトソース 

ポテトのコロコロソテー 

１３日 

ほうれん草ピラフ 

豆腐ナゲット ケチャップソース 

フルーツミックス 

パン/ベーコン、南瓜、玉ねぎ、

パセリ、小麦粉、バター、菜

種油、牛乳、豆乳、チーズ、

スキムミルク/ｲｶﾊﾞｰｸ（゙いか、

たら、玉ねぎ、片栗粉、卵白）、

菜種油、醤油、片栗粉/ほうれ

ん草、ﾎｰﾙｺｰﾝ、白ごま、菜種

油、醤油 

ごはん/豆腐入りかまぼこ(た

ら、豆腐，でん粉)、うずら卵、

ひじき入りがんも、こんにゃ

く、人参、大根、ふき、昆布、

醤油/さつま芋、小麦粉、鶏卵、

菜種油/しらす干し、醤油、糸

かつお、切りのり、青のり、

白ごま 

ゆでパスタ/ﾍﾞｰｺﾝ、えび、い

か、あさり、玉ねぎ、人参、

ﾏｯｼｭﾙｰﾑ、セロリ、にんにく、 

オリーブ油、パセリ、小麦粉、

ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ、トマト缶、醤油/

じゃが芋、菜種油、むき枝豆、

ﾎｰﾙｺｰﾝ、ﾎﾟｰｸﾌﾗﾝｸ（豚肉、豚

脂肪、水あめ）、玉ねぎ 

 

胚芽米、大麦、バター、ベー

コン、人参、玉ねぎ、にんに

く、ﾎｰﾙｺｰﾝ、菜種油、ほうれ

ん草、醤油/焼き豆腐、鶏挽肉、

玉ねぎ、鶏卵、片栗粉、菜種

油、ケチャップ/みかん缶、夏

みかん缶、パイン缶、黄桃缶、

洋梨缶  

１６日  

みそかつ丼 

味噌汁 

おひたし 

１３    １７日 ツイストパン 
ほうれん草のｸﾘｰﾑ煮 

チキンマリネサラダ 

果物 

１８日 ごはん 

マーボー豆腐 

ししゃものから揚げ 

ほうれん草ナムル 
 

１９日  

味噌ラーメン 

きなこポテト 

果物 

だいず   ２０日  

深川めし 

味噌汁 

豚肉のカレーフライ 

ごはん/豚肉、小麦粉、鶏卵、

パン粉、菜種油、味噌、醤

油、ごま油、白ごま/豆腐、

わかめ、長ねぎ、味噌/小松

菜、もやし、糸かつお、醤

油 

パン/ベーコン、ほうれん

草、マカロニ、人参、玉ね

ぎ、マッシュルーム、小麦

粉、バター、菜種油、チー

ズ、牛乳、豆乳、スキムミ

ルク/鶏肉、生姜、片栗粉、

キャベツ、人参、きゅうり、

醤油/柿 

ごはん/豆腐、豚挽肉、生姜、

にんにく、菜種油、人参、

長ねぎ、干し椎茸、味噌、

醤油、ごま油、片栗粉/子持

ちカラフトししゃも、小麦

粉、片栗粉、菜種油、醤油/

ほうれん草、人参、鶏肉、

醤油、ごま油、白ごま 

ゆでラーメン/豚肉、玉ね

ぎ、人参、生姜、にんにく、

白ごま、ごま油、味噌、醤

油、もやし、メンマ、菜種

油、ほうれん草、長ねぎ、

茎わかめ/じゃが芋、菜種

油、きなこ/りんご 

胚芽米、大麦、醤油、あさり、

生姜、人参、ごぼう、菜種油、

味噌、葉大根/厚揚げ、小松菜、

味噌/豚肉、醤油、小麦粉、鶏

卵、パン粉、オートミール、

菜種油 

２３日  

ビビンパプ 

ワカメスープ 

果物 

２４日 黒コッペパン 

豆腐とえびのチリソース煮 

ラーメンサラダ 

ミニトマト 

 

２５日 ごはん 

けんちん汁 

ほっけのごまフライ 

のりの佃煮 

２６日  

沖縄そば 

サーターアンダギー 

パインゼリー 

２７日 ﾘｻﾞｰﾌﾞ給食 

栗ごはん 

味噌汁 

豚肉のごま揚げ 

鮭ザンギ 

ごはん/豚挽肉、焼き豆腐、

メンマ、長ねぎ、生姜、に

んにく、菜種油、醤油、ご

ま油、人参、ほうれん草、

もやし、白ごま/わかめ、豆

腐、干し椎茸、長ねぎ、醤

油、白ごま/みかん 

パン/豆腐、えび、片栗粉、

小麦粉、菜種油、人参、長

ねぎ、干し椎茸、ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ、

生姜、にんにく、醤油/生ラ

ーメン、ハム、きゅうり、

もやし、ﾎｰﾙｺｰﾝ、人参、醤

油、ごま油、白ごま/ミニト

マト 

ごはん/鶏肉、豆腐、こんに

ゃく、人参、大根、ごぼう、

長ねぎ、菜種油、醤油/ほっ

け、小麦粉、鶏卵、パン粉、

白ごま、菜種油/のり、ひじ

き、醤油、水あめ、 

ゆでラーメン/豚肉、生姜、

にんにく、醤油、小ねぎ、

ほうれん草/小麦粉、ﾍﾞｰｷﾝ

ｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ、白ごま、鶏卵、

菜種油/ｾﾞﾘｰ（パイン果汁、

パイン果肉、水あめ、寒天） 

胚芽米、大麦、栗、油揚げ、

人参、ぶなしめじ、干し椎茸、

醤油/厚揚げ、小松菜、たもぎ

茸、味噌/豚肉、醤油、生姜、

にんにく、小麦粉、片栗粉、

白ごま、菜種油/鮭、生姜、に

んにく、醤油、鶏卵、片栗粉、

白ごま、菜種油 

３０日  

 

振替休業日 
（平岡中央小・北野小） 

 

３１日 ロールパン 

オニオンポタージュ 

あさりのカリッとサラダ 

果物 

 

パン/ベーコン、じゃが芋、

玉ねぎ、パセリ、小麦粉、

バター、菜種油、牛乳、豆

乳、スキムミルク、チーズ/

あさり、生姜、醤油、小麦

粉、片栗粉、菜種油、きゅ

うり、キャベツ、人参、醤

油、ごま油、白ごま/柿 

 

★献立名の下に、使用している主な食材を記載しています。調

味料は、基本的に、味噌、醤油を記載しています。 

★だしやベースになるスープは、削り節、昆布、煮干し、鶏がら、

豚骨、鶏がらスープ(液体)、豚骨スープ(液体)を使用してい

ます。 

★果物は、入荷状況により変更になることもあります。 

★ししゃもやしらす干しなどの小魚、わかめ等の海産物には甲

殻類が混入している場合があります。 

※使用食材等について、ご不明な点がありましたらお問い合わせくだ

さい。 

４日（水） 平岡中央小かなで学級 レインボーピック 

１７日（火）・１８日（水）平岡中央小 5 年滝野宿泊学習 

１７日（火） 札教研のため短縮日課 

１９日（木） 平岡中央小５年疲労回復日 

２０日（金） 平岡中央小３年現地学習 

２４日（火） 北野小４年現地学習 

 


