
平成２９年４月２８日

札幌市立平岡中央小学校

札幌市立北野小学校

【清田区の食育推進目標】

きゅうしょく

札幌市では、「食べる意欲を高める」「食の大切さがわかり、自ら行動できる子どもを育

てる」ことを視点とし、食に関する指導を充実していきます。

これまでも、各区をブロック単位とし、小学校と中学校の連携をとりながら、それぞれ

の活動目標のもと、特色ある指導を進めています。

清田区では、「身近な食」を見つめ直すことを重点に、食教育を進めています。

家庭での食事

お弁当

学校給食

外 食

地域で生産さ

れる食べ物
食べ物を

扱っている店

健康な

食生活

食べ物や食べるこ

とに携わる人達

みんなで楽しく

食べること

＊６月～7月、10月…ポーラスターほうれん草

＊8月～9月……ズッキーニ

＊10月～11月…札幌白ごぼう（札幌伝統野菜）

＊11月～12月…滝野メークイン

＊ ５月 こどもの日…「たきこみいなり」

＊ 8月 野菜の日…「野菜カレー」

＊１０月 十五夜…「ごまだんご」

＊１２月 冬至…「冬至かぼちゃ」

＊ ３月 ひな祭り…「鮭ちらし」

卒業式のお祝い…「赤飯」

＊ 7月…レタス→「焼豚チャーハン」

＊ 9月…とうもろこし→「ゆでとうもろこし」

＊10月…玉ねぎ→シチューやカレー

＊たけのこごはん(細竹） ＊アスパラのクリーム煮 ＊札幌産の米

＊とりめし(美唄市） ＊ジンギスカン(北海道) ＊スープカレー(札幌市)

＊石狩鍋(北海道) ＊エスカロップ(根室市) ＊カレーラーメン（室蘭市）など

食事のマナー

このような料理を給

食に取り入れながら、進

めていきます。

どうぞ、よろしく

お願いします！

郷土料理



５月予定献立                            ＊牛乳は毎日つきます 
月 火 水 木 金 

１日 

たきこみいなり 

味噌汁 

豚肉の竜田揚げ 

２日 黒コッペパン 

豆腐とえびのチリソース煮 

小松菜サラダ 

果物 

３日 

憲法記念日 

４日 

みどりの日 

５日 

こどもの日 

胚芽米、大麦、油揚げ、人参、

干し椎茸、ひじき、醤油、白

ごま、手巻きのり/豆腐、小

松菜、えのき茸、味噌/豚肉、

醤油、生姜、片栗粉、小麦粉、

菜種油 

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/

ハム、春雨、ひじき、醤油、

小松菜、ごま油/清見ｵﾚﾝｼﾞ 

８日 ごはん 

和風そぼろ 

味噌汁 

はんぺんの石垣揚げ 

９日 背割りコッペ 

あさりのチャウダー 

セルフドック 

果物 

１０日 

ハヤシライス 

ほうれん草とベーコンのサラダ 

１１日  

味噌ラーメン 

スパイシーポテト 

果物 

１２日  

ごぼうピラフ 

カボチャコロッケ 

フルーツカクテル 

ごはん/鶏挽肉、焼き豆腐、切

り干し大根、干し椎茸、ひじき

白ごま、生姜、菜種油、味噌、

醤油、ごぼう、人参/厚揚げ、

小松菜、たもぎ茸、味噌/はん

ぺん（たら、片栗粉、卵白）、

醤油、生姜、小麦粉、鶏卵、黒

ごま、白ごま、菜種油 

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/ｳｲﾝﾅｰ(鶏肉、

豚ﾚﾊﾞｰ、豚脂肪、ひじき、

水あめ、牛乳)、ｹﾁｬｯﾌﾟ/清
見オレンジ 

ごはん/豚肉、玉ねぎ、人参、

じゃが芋、セロリ、生姜、に

んにく、マッシュルーム、ｸﾞ

ﾘﾝﾋﾟｰｽ、菜種油、小麦粉、ﾄ

ﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ、トマト缶、ﾃﾞﾐｸﾞﾗ

ｽｿｰｽ、醤油/ベーコン、ほう

れん草、もやし、醤油、菜種

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、カレー粉、ﾁﾘﾊﾟｳﾀﾞｰ、

ナツメグ/りんご 

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/ｺﾛｯｹ（南瓜、パン

粉、ﾏｯｼｭﾎﾟﾃﾄ、玉ねぎ、植

物油脂、ｽｷﾑﾐﾙｸ、米粉、小

麦粉）、菜種油/みかん缶、

ﾊﾟｲﾝ缶、黄桃缶、洋梨缶、

夏みかん缶、りんごｼﾞｭｰｽ 

１５日  

ビビンパプ 

ワカメスープ 

えびシュウマイ 

１３    １６日 ロールパン 

コーンシチュー 

厚揚げサラダ 

果物 

１７日 ごはん 

けんちん汁 

鮭のごま味噌かけ 

のりとあさりの佃煮 

１８日  
肉うどん 

あべかわだんご 

果物 

だいず   １９日  

ドライカレー 

小松菜とコーンのサラダ 

ミニトマト 

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、

ごま油/ｼｭｳﾏｲ（たら、えび、

玉ねぎ、豚脂、片栗粉、小麦

粉、大豆、醤油）、菜種油 

パン/ホールコーン、ｸﾘｰﾑ

ｺｰﾝ、ﾍﾞｰｺﾝ、玉ねぎ、人参、

じゃが芋、ﾊﾟｾﾘ、小麦粉、

バター、菜種油、ｽｷﾑﾐﾙｸ、

ﾁｰｽﾞ、牛乳、豆乳/厚揚げ、

生姜、醤油、片栗粉、小麦

粉、菜種油、ｷｬﾍﾞﾂ、きゅ

うり、人参、ごま油、白ご

ま 

クリームパ 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

/鮭、小麦粉、片栗粉、菜

種油、味噌、白すりごま/

あさり、生姜、醤油、のり、

ひじき、水あめ 

ゆでうどん/豚肉、醤油、

油揚げ、人参、ほうれん草、

長ねぎ、干し椎茸、たもぎ

茸/白玉もち、きな粉/りん

ご 

胚芽米、大麦、菜種油、ｵ

ﾘｰﾌﾞ油、カレー粉/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

/ミニトマト 

２２日  

豚ミックス丼 

味噌汁 

磯和え 

２３日 揚げパン 

ポテトスープ 

ラーメンサラダ 

ハスカップゼリー 

２４日 ごはん 

ピリカラすき焼き 

揚げぎょうざ 

おかかふりかけ 

２５日  

パスタカレーソース 

あさりのサラダ 

２６日  

とりめし 

味噌汁 

ごまけんちん揚げ 

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/大根、

油揚げ、味噌/小松菜、もや

し、切りのり、醤油 

パン、菜種油、シナモン/

ﾍﾞｰｺﾝ、じゃが芋、人参、

玉ねぎ、ﾊﾟｾﾘ、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/砂糖、水

あめ、ハスカップ果汁、寒

天 

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、白すりごま、

ごま油、生姜、にんにく、りん

ご/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/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/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、パセリ、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、ｷｬﾍﾞﾂ、人参、菜種

油、ごま油、白ごま 

胚芽米、大麦、醤油、鶏肉、

生姜、玉ねぎ、菜種油/厚

揚げ、小松菜、味噌/たら

すり身、焼き豆腐、人参、

長ねぎ、ごぼう、ひじき、

鶏卵、味噌、片栗粉、白ご

ま、菜種油 

２９日 

 

運動会 

   振替休業日 
（平岡中央小・北野小） 

３０日 横割ﾊﾞﾝｽﾞﾊﾟﾝ  

アスパラクリーム煮 

ｲｶﾊﾞｰｸﾞ 照り焼きｿｰｽ  

果物 

３１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 
切り干し大根のナムル 

 

 

パン/ベーコン、グリーン

アスパラ、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、

チーズﾞ、牛乳、豆乳、ス

キムミルク/ｲｶﾊﾞｰｸﾞ(い

か、たらすり身、玉ねぎ、

片栗粉、卵白)、菜種油、

醤油、片栗粉/メロン 

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、

豆板醤/切り干し大根、ほう

れん草、人参、白ごま、醤油、

ごま油 

 

★献立名の下には、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。 

北野小 春の遠足 


