
平成３０年１月３１日

札幌市立平岡中央小学校

札 幌 市 立 北 野 小 学 校

・とんかつは、大きさによって量を調節してください。

・のりが縮まないように、ご飯は冷ましてからのせてください。

きゅうしょく
節分とは、立春の前日のことです。「季節を分ける」という意味があり、

様々な行事が行われます。

ご家庭では、どのようなことをするのでしょうか？

豆まき

「福は内、鬼は外」と言いながら、炒っ

た大豆をまいて鬼を追い払い、１年の幸

せを願います。生まれ年が、その年の干

支と同じの年男、年女が中心となって行

う地方もあります。

恵方巻き 商売繁盛を願い、そ

の年の恵方（年神様の

いる方角」を向いて、

太巻きを黙ってがぶり

と食べる、大阪発祥の

風習です。

今年の恵方は、「南南

東」です。
イワシ

柊 の枝に、焼いたイ
ひいらぎ

ワシの頭を刺して戸口

に飾って魔除けにしま

す。節分に、イワシを

食べる地方もあります。

暦の上では、春…

【材料】（２人分）

ご飯 400g

とんかつ １枚（130g）

リーフレタス １枚（２0g）

きゅうり １/２本（50g）

焼きのり ２枚（６g）

ドレッシング 適量

【作り方】
１．とんかつは、棒状に切る。きゅうりは、縦4

等分に切る。
リーフレタスは食べやすい大きさにちぎり、
冷水にさらして水気をきる。

２．巻きすにのりをおき、向こう側を2㎝ほどあ
けてご飯の半量を広げ、１の半量をおいて好
みのドレッシングをかけ、一気に巻く。
残りの1本も同様に作る。



２月予定献立                          ＊牛乳は毎日つきます 
月 火 水 木 金 

 

１日 

たぬきうどん（えび入り） 

チーズポテト 

果物 

２日  

たきこみいなり 

味噌汁 

豚肉のごま揚げ 

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/りんご 

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/

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 

５日  

みそかつ丼 

味噌汁 

磯和え 

６日 背割りコッペパン 

あさりのチャウダー 

セルフドック 

果物 

７日  

ビビンパプ 

ワカメスープ 

果物 

８日 

パスタミートソース 

ストローポテトサラダ 

 

９日 

わかめごはん 

豚汁 

さんまのかば焼き 

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、

なめこ、長ねぎ、味噌/小松

菜、もやし、切りのり、醤

油 

パン/あさり、ベーコン、

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/ﾌﾗﾝｸ（豚

肉、豚脂肪、水あめ）/清

見オレンジ 

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/り

んご 

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、にんにく、菜種油、

ﾊﾟｾﾘ、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/ﾊﾑ、ｷｬﾍﾞﾂ、きゅうり、

ホールコーン、じゃが芋、

菜種油、醤油、白ごま 

胚芽米、大麦、炊き込みわ

かめ、白ごま/豚肉、豆腐、

じゃが芋、こんにゃく、人

参、大根、玉ねぎ、ごぼう、

長ねぎ、生姜、菜種油、味

噌/さんま、片栗粉、小麦

粉、菜種油、醤油、生姜、

白ごま 

１２日  
 

建国記念の日 振替休日 

１３日 横割りバンズパン 

コーンクリームスープ

ポテトコロッケ/ケチャップソース 

小松菜サラダ 

２３    １４日 ごはん 

みそおでん 

揚げポークシュウマイ 

のりとあさりの佃煮 

１５日  

カレーうどん 

フレンチポテト 

果物 

１６日  

とりめし 

味噌汁 

さばの香味揚げ 

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、ﾊﾟｾﾘ、小

麦粉、ﾊﾞﾀｰ、菜種油、牛乳、

豆乳、ｽｷﾑﾐﾙｸ、ﾁｰｽﾞ/ｺﾛｯｹ（じ

ゃが芋、豚肉、玉ねぎ、醤油、

植物油脂、牛乳、小麦粉、パ

ン粉）、菜種油/ﾊﾑ､春雨、ひ

じき、醤油、小松菜、ごま油 

ごはん/焼きちくわ、ひじ

き入りがんも、うずら卵、

こんにゃく、人参、大根、

ふき、昆布、醤油、味噌/

ｼｭｳﾏｲ（豚肉、牛肉、鶏肉、

玉ねぎ、片栗粉、大豆、醤

油、小麦粉）、菜種油/あさ

り、生姜、醤油、のり、ひ

じき、水あめ 

ゆでうどん/鶏肉、油揚げ、

人参、玉ねぎ、たけのこ、

ごぼう、干し椎茸、ほうれ

ん草、たもぎ茸、長ねぎ、

小麦粉、菜種油、醤油、ｶ

ﾚｰﾙｰ/じゃが芋、菜種油/

りんご 

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/さば、

生姜、にんにく、醤油、片

栗粉、小麦粉、菜種油 

１９日  

かき揚げ丼（えび入り) 

味噌汁 

おひたし 

２０日 背割りコッペパン 

ポテトスープ 

白身魚のクラッカー揚げ 

チョコクリーム 

２１日  

ハヤシライス 

小松菜とﾍﾞｰｺﾝのｻﾗﾀﾞ 

 

２２日 

五目うどん 

大学芋 

果物 

２３日  

ドライカレー 

大根サラダ 

果物 

ごはん/えび、あさり、桜え

び、玉ねぎ、人参、ごぼう、

春菊、ひじき、切り干し大

根、小麦粉、鶏卵、菜種油、

醤油、片栗粉/大根、油揚げ、

味噌/小松菜、もやし、糸か

つお、醤油 

パン/ベーコン、じゃが芋、

人参、玉ねぎ、パセリ、醤

油/たら、小麦粉、鶏卵、

ソーダクラッカー、パン

粉、菜種油/豆乳、チョコ

レート、ココア、コーンス

ターチ 

ごはん/豚肉、玉ねぎ、人

参、じゃが芋、ｾﾛﾘ、生姜、

にんにく、ﾏｼｭﾙｰﾑ、グリン

ピース、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、

小松菜、もやし、醤油、菜

種油、白ごま 

ゆでうどん/鶏肉、油揚げ、

つと、人参、ほうれん草、

ごぼう、長ねぎ、干し椎茸、

たもぎ茸、醤油/さつま芋、

水あめ、醤油、黒ごま/り

んご 

胚芽米、大麦、菜種油、オ

リーブ油/豚挽肉、玉ねぎ、

人参、ｾﾛﾘ、生姜、にんに

く、大豆、ﾋﾟｰﾏﾝ、ﾚｰｽﾞﾝ、

菜種油、小麦粉、醤油/大

根、まぐろ水煮、きゅうり、

人参、白ごま、醤油、ごま

油/パイン缶 

２６日 ごはん 

マーボー豆腐 

ししゃものから揚げ 

ナムル(ねぎタレ) 

２７日 ロールパン 

チキンクリーム煮 

あさりのカリッとサラダ 

果物 

２８日 ごはん 

和風そぼろ 

味噌汁 

ほっけのカレー揚げ 

 

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/ハム、ほ

うれん草、もやし、人参、醤

油、生姜、にんにく、長ねぎ、

ごま油、白ごま 

パン/鶏肉、マカロニ、人

参、玉ねぎ、ﾏｯｼｭﾙｰﾑ、パ

セリ、菜種油、小麦粉、バ

ター、牛乳、豆乳、ﾁｰｽﾞ、

ｽｷﾑﾐﾙｸ/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、ごま油、白ごま/キ

ウイフルーツ 

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/小松菜、たもぎ茸、

玉ねぎ、味噌/ほっけ、醤

油、小麦粉、片栗粉、菜種

油 

 

★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、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。 

６日（火） 平岡中央小 スキー学習（３～６年生、かなで学級） 

７日（水） 北野小 スキー学習（４～６年生） 

１３日（火） 北野小 スキー学習（２～３年生）  

２０日（火） 北野小 レインボーフェスティバル（かがやき学級） 

２３日（金） 平岡中央小 レインボーフェスティバル（かなで学級） 


