
平成２９年１０月３１日

札幌市立北野小学校

札幌市立平岡中央小学校きゅうしょく

地元の野菜を使用できるようになって良かったことは、新鮮でおいしい野菜を提供できることはもち

ろん、生産者の方とのつながりがもてたことです。作物に込めた思いや、育てるに当たってのご苦労が

分かることで、子どもたちにも、より丁寧に、使用した作物について伝えることができます。

１１～１２月にも、札幌伝統野菜である｢札幌白ごぼう｣、｢札幌大球（キャベツ）｣、滝野地区で採れ
さ つ ぽ ろ た い きゆう

た「メークイン」と、丹精込めて育てられた作物を使った料理が登場します。

１．札幌市内で栽培された野菜であること
２．品種名に「サッポロ」の地名がついていること
３．現在でも種子（苗）があり、生産物の入手（栽培）が
可能なもの

明治時代、開拓使が置かれた札幌は、北の農業技術を作り上げる拠点となり、様々
な作物が栽培されてきました。そのため、名前のはじめに「サッポロ」と付く品種
の作物が多く誕生しました。その後、先人達の手によって、札幌の気候や風土に合
わせて改良されたきましたが、時代の流れとともに、形が揃って病気に強い品種が
主流となり、当時の品種は姿を消していきました。
現在、清田区の畑では、昔ながらの作物を絶やさないために、栽培・普及の取組

に力を入れているそうです。

その名の通り、直径５０㎝、重さ１０kgを超える巨大

キャベツです。明治の初期に、アメリカから３種類のキャ

ベツの種子を輸入し、栽培したのが始まりでした。

冬場の貯蔵で外側が傷んでも、食べられる部分が確保さ

れることや、肉厚でしっかりとした食感が特徴です。

昭和の初期には、主に漬け物用として広く栽培されるよ

うになりましたが、漬け物

需要の減少や、その重さか

ら、農作業の負担が大きく、

生産量は徐々に減少してい

きました。

復活を注目されている野

菜のひとつです。

明治に始まった、

北海 道のごぼう栽

培。

当時栽培されてい

た、直根（まっすぐ

下に伸びる長い根の

こと）で白茎の品種

を「札幌」の呼び名

で定着させたのが由

来と 言われていま

す。



平岡中央小 １１月予定献立                     ＊牛乳は毎日つきます 
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１日 

開校記念日 
 

２日  

ドライカレー 

小松菜とコーンのサラダ

果物 

３日 

文化の日 
 

胚芽米、大麦、菜種油、ｵﾘｰﾌﾞ

油/豚挽肉、玉ねぎ、人参、

セロリ、生姜、にんにく、大

豆、ピーマン、レーズン、菜

種油、小麦粉、醤油/小松菜、

ホールコーン、白ごま、菜種

油、醤油/みかん 

６日 リクエスト給食（ごはん） 

ビビンバ 

ポテトコロッケ 

フルーツミックス 

７日 リクエスト給食（パン） 

揚げパン（ソフトフランス） 

麦入り野菜スープ 

バンバンジーサラダ 

８日 リクエスト給食（デザート） 

ゆで上げスパゲティ 

      ミートソース 

コールスローサラダ 

アイスクリーム 

９日 リクエスト給食（麺） 

しょうゆラーメン 

シナモンポテト 

果物 

１０日 リクエスト給食（ごはん） 

とりめし 

春巻  

枝豆 

胚芽米、大麦、醤油、豚挽肉、

焼き豆腐、ﾒﾝﾏ、長ねぎ、生姜、

にんにく、菜種油、ごま油、

人参、ほうれん草、もやし、

白ごま/ｺﾛｯｹ（じゃが芋、豚肉、

玉ねぎ、ﾎｰﾙｺｰﾝ、人参、ｸﾞﾘﾝﾋﾟ

ｰｽ、ｽｷﾑﾐﾙｸ、植物油脂、醤油、

小麦粉、ﾊﾟﾝ粉、白ごま）、菜

種油/夏みかん缶、ﾊﾟｲﾝ缶、り

んご缶、黄桃缶、洋梨缶 

ﾊﾟﾝ、菜種油、ｼﾅﾓﾝ/ベーコ

ン、人参、玉ねぎ、ｷｬﾍﾞﾂ、

ｾﾛﾘ、ﾊﾟｾﾘ、大麦、醤油/

鶏ささ身、春雨、もやし、

きゅうり、長ねぎ、生姜、

醤油、味噌、ごま油、白ご

ま 

乾燥ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ、ｵﾘｰﾌﾞ油、菜

種油、ﾊﾟｾﾘ/豚挽肉、玉ね

ぎ、人参、大豆、ﾏｯｼｭﾙｰﾑ、

ｾﾛﾘ、にんにく、菜種油、

小麦粉、ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ、ﾃﾞﾐｸﾞ

ﾗｽｿｰｽ、醤油/ｷｬﾍﾞﾂ、人参、

ﾎｰﾙｺｰﾝ、菜種油/牛乳、生ｸ

ﾘｰﾑ、ﾊﾞﾀｰ、ｽｷﾑﾐﾙｸ、水あめ 

ゆでﾗｰﾒﾝ/豚肉、メンマ、

生姜、にんにく、醤油、菜

種油、つと、もやし、玉ね

ぎ、人参、長ねぎ、ほうれ

ん草、茎わかめ/さつま芋、

菜種油、シナモン/りんご 

胚芽米、大麦、醤油、鶏肉、

生姜、玉ねぎ、菜種油/春巻

（たけのこ、にんじん、豚

肉、ひじき、植物油脂、醤

油、片栗粉、ｵｲｽﾀｰｿｰｽ、小

麦粉、ごま油）、菜種油/枝

豆 

１３日 ごはん 
きのこ汁 

さんまの味噌煮 

からし和え 

１３    １４日 黒コッペパン 
味噌ワンタンスープ 

たこ焼き風天ぷら 

キャロットゼリー 

１５日 ごはん 

豆腐のｵｲｽﾀｰｿｰｽ煮 

ししゃものピリカラ揚げ 

ナムル 

１６日 

パスタカレーソース 

あさりのサラダ 

１７日 

五目ごはん 

味噌汁 

鮭の南部あげ 

ごはん/豚肉、菜種油、豆

腐、ぶなしめじ、えのき

茸、なめこ、人参、大根、

ごぼう、長ねぎ、醤油/さ

んま、生姜、長ねぎ、味

噌、醤油/焼きちくわ、小

松菜、キャベツ、醤油 

パン/ﾜﾝﾀﾝ、豚肉、生姜、

にんにく、味噌、ごま油、

ﾒﾝﾏ、人参、玉ねぎ、もや

し、長ねぎ、菜種油/豆腐

かまぼこ（たら、豆腐、片

栗粉）、小麦粉、鶏卵、菜

種油、糸かつお、青のり/ 

人参、みかんｼﾞｭｰｽ、粉寒

天 

ごはん/豆腐、豚肉、ピーマ

ン、玉ねぎ、長ねぎ、人参、

生姜、にんにく、菜種油、醤

油、ｵｲｽﾀｰｿｰｽ、片栗粉/子持

ちｶﾗﾌﾄししゃも、片栗粉、小

麦粉、菜種油、醤油/ほうれ

ん草、もやし、人参、醤油、

ごま油、白ごま 

パン/ﾍﾞｰｺﾝ、ゆでﾊﾟｽﾀ/豚挽肉、大豆、玉

ねぎ、人参、ﾏｯｼｭﾙｰﾑ、ｾﾛﾘ、

生姜、にんにく、菜種油、

ﾊﾟｾﾘ、小麦粉、ｶﾚｰﾙｰ、ﾃﾞﾐ

ｸﾞﾗｽｿｰｽ、醤油/あさり、生

姜、醤油、きゅうり、キャ

ベツ、人参、菜種油、ごま

油、白ごま 

胚芽米、大麦、鶏肉、油揚

げ、白滝、人参、ごぼう、

たけのこ、ひじき、干し椎

茸、ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ、菜種油、醤

油/じゃが芋、わかめ、長ね

ぎ、味噌/鮭、醤油、小麦粉、 

鶏卵、白ごま、菜種油 

２０日  

豚ミックス丼 

味噌汁 

おひたし 

２１日 背割りコッペパン 

あさりのチャウダー 

セルフドック 

小松菜サラダ 

２２日 ごはん 

石狩鍋 

納豆 

ごま和え 

２３日  

勤労感謝の日 
 

２４日   

ごぼうピラフ 

レバー入りメンチカツ 

大根サラダ 

ごはん/豚肉、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、ピーマン、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/あさり、ﾍﾞｰｺﾝ、じゃ

が芋、玉ねぎ、人参、パセ

リ、小麦粉、バター、菜種

油、牛乳、豆乳、スキムミ

ルク、チーズﾞ/ﾌﾗﾝｸ(豚肉、

豚脂肪、水あめ)/ﾊﾑ、春雨、

ひじき、醤油、小松菜、ご

ま油 

ごはん/鮭、豆腐、ｷｬﾍﾞﾂ、

人参、玉ねぎ、こんにゃく、

ぶなしめじ、長ねぎ、味噌、

山椒/納豆、醤油/ほうれん

草、白菜、白すりごま、醤

油  

 

胚芽米、大麦、ﾊﾞﾀｰ、ﾍﾞｰｺﾝ、

ごぼう、玉ねぎ、人参、にん

にく、ﾎｰﾙｺｰﾝ、ﾊﾟｾﾘ、菜種油、

醤油/ﾒﾝﾁｶﾂ(牛肉、豚肉、玉ね

ぎ、豚レバー、片栗粉、大豆、

醤油、パン粉、小麦粉)、菜種

油、中濃ソース/大根、まぐろ

水煮、きゅうり、人参、白ご

ま、醤油、ごま油 

２７日 

 

学習発表会 

    振替休業日 

 

２８日 ロールパン 
コーンポタージュ 

鮭マリネサラダ 

くだもの 

２９日 ごはん 

すき焼き 

揚げぎょうざ 

あさりの佃煮 

３０日 

味噌うどん 

きなこポテト 

果物 

 

パン/ｸﾘｰﾑｺｰﾝ、ホールコー

ン、ﾍﾞｰｺﾝ、じゃが芋、玉

ねぎ、人参、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/鮭、生姜、醤油、小麦

粉、片栗粉、菜種油、人参、

ピーマン、ｷｬﾍﾞﾂ、きゅう

り/みかん 

ごはん/豚肉、醤油、菜種

油、焼き豆腐、白滝、玉ね

ぎ、白菜、長ねぎ、たもぎ

茸、焼麩、春菊、干し椎茸

/ぎょうざ（豚肉、鶏肉、

ｷｬﾍﾞﾂ、玉ねぎ、長ねぎ、

大豆、にら、小麦粉、片栗

粉、醤油、植物油脂）、菜

種油/ごぼう、人参、あさ

り、生姜、醤油、水あめ 

ゆでうどん/鶏肉、生姜、に

んにく、ごま油、豆味噌、

味噌、醤油、白すりごま、

油揚げ、つと、干し椎茸、

ほうれん草、長ねぎ/じゃが

芋、菜種油、きな粉/りんご 

 

★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。 


