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札幌市立北野小学校

☆ 寒い冬を元気に乗り越えるために、食事面で注意したいポイントです。

きゅうしょく

たんぱく質はたっぷりと！

魚、肉、卵、大豆・大豆製品、

牛乳・乳製品は、体を作るたん

ぱく質をたくさん含んでいます。

脂質も上手に利用！

油や脂肪などの脂質

は、少しの量でたくさ

んのエネルギーを作り、

体を温めてくれます。

ただし、取り過ぎには

注意しましょう。

色の濃い野菜を必ず添えて！

風邪などのウイルスは、鼻やのどから侵入

してきます。色の濃い野菜に含まれるビタミ

ンAは、鼻やのどの粘膜を強くし、体の抵抗

力を高めます。

毎日とりたいビタミンC！

ビタミンCは、体

の抵抗力を高めま

す。果物だけでなく、

野菜やいも類にも多

く含まれています。

〈材 料〉2～4人分
もち 4枚
ごま油 大さじ１
鶏肉又は豚肉 300ｇ
片栗粉 少々
大根おろし 1/2本分
油揚げ、白菜、水菜
椎茸、えのき茸など
だし 5カップ
酒 大さじ1
醤油 小さじ1
塩 小さじ1
砂糖 小さじ1/2

〈作り方〉
①油揚げは細切りにする。白菜の芯
は細切りにし、葉はざく切りにす
る。肉は食べやすい大きさに切り、
片栗粉をまぶす。

②鍋にだしと調味料を入れ、そこへ
肉や野菜などの材料を入れて煮込
む。

③もちは電子レンジなどで加熱して
から、ごま油をしいたフライパン
で、きつね色になるまで焼く。

④鍋に③のもち、大根おろしを入れ
る。あれば、柚子の皮をみじん切
りにして入れると香りがよい。

体がぽかぽか



平岡中央小 １２月予定献立                     ＊牛乳は毎日つきます 
月 火 水 木 金 

 
 

１日  

ピラフのホワイトソース（えび入り） 

ほうれん草とコーンのサラダ 

ハスカップゼリー 

胚芽米、大麦、トマトｼﾞｭｰｽ、

ﾊﾞﾀｰ/鶏肉、えび、人参、玉ね

ぎ、菜種油、小麦粉、バター、

チーズ、牛乳、豆乳、ﾏｯｼｭﾙｰﾑ、

ﾊﾟｾﾘ/ほうれん草、ﾎｰﾙｺｰﾝ、白

ごま、菜種油、醤油/ｾﾞﾘｰ（砂

糖、水あめ、ハスカップ果汁、 

寒天） 

４日 ごはん 

和風そぼろ 

味噌汁 

ちくわの石垣揚げ 

５日 黒コッペ 

ベーコンシチュー 

厚揚げサラダ 

果物 

６日 ごはん 

マーボー豆腐 

ほっけのカレー揚げ 

切り干し大根ナムル 

７日  

味噌ラーメン 

青のりポテト 

果物 

８日 バイキング給食 

とりめし かぼちゃｺﾛｯｹ 

ﾎﾟｰｸｼｭｳﾏｲ ﾌﾚﾝﾁﾎﾟﾃﾄ 

枝豆 ミニトマト 果物 

ごはん/鶏肉、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/ちくわ、小

麦粉、鶏卵、白ごま、黒ご

ま、菜種油 

パン／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、チーズﾞ、ｽｷﾑﾐﾙｸ/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

/キウイフルーツ 

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

/ほっけ、醤油、小麦粉、

片栗粉、菜種油/切り干し

大根、ほうれん草、人参、

白ごま、醤油、ごま油 

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、玉ねぎ、メンマ、人参、

菜種油、ほうれん草、長ねぎ、

茎わかめ/じゃが芋、菜種油、

青のり/りんご 

胚芽米、大麦、醤油、鶏肉、

生姜、玉ねぎ、菜種油/ｺﾛｯｹ

（かぼちゃ、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

/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/じゃが芋、

植物油脂、菜種油/枝豆/ﾐﾆﾄ

ﾏﾄ/みかん、ﾊﾟｲﾝ缶 

１１日 ごはん 

つみれ汁（味噌味） 

変わり焼き肉 

ごま和え 

１２日 横割バンズパン 

ポテトスープ 

ﾚﾊﾞｰ入りハンバーグ ケチャップソース 

ヨーグルト和え 

２３    １３日  

厚揚げ入り肉炒め丼

味噌汁 

たたききゅうり 

１４日  

パスタミートソース 

あさりのカリッとｻﾗﾀﾞ 

１５日  

ヘルシーライス 

味噌汁 

さばの香味揚げ 

ごはん/たらすり身、焼き

豆腐、生姜、味噌、片栗粉、

大根、人参、長ねぎ/豚肉、

小麦粉、片栗粉、菜種油、

生姜、にんにく、玉ねぎ、

醤油/小松菜、白菜、白す

りごま、醤油 

パン／ベーコン、じゃが芋、

人参、玉ねぎ、ﾊﾟｾﾘ、醤油/

ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ（牛肉、玉ねぎ、豚

肉、豚ﾚﾊﾞｰ、片栗粉、パン粉、

大豆）、菜種油/パイン缶、黄

桃缶、洋梨缶、夏みかん缶、

ヨーグルト 

ごはん/豚肉、メンマ、人

参、菜種油、もやし、ほう

れん草、厚揚げ、片栗粉、

醤油、玉ねぎ、りんご、生

姜、にんにく、ごま油、白

ごま/大根、油揚げ、味噌/

きゅうり、醤油、ごま油、

白ごま 

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、

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/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 

胚芽米、大麦、焼き豆腐、ま

ぐろ水煮、人参、ごぼう、干

し椎茸、グリンピース、菜種

油、醤油/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 

１８日 ごはん 

肉じゃが 

さんまのみぞれかけ

のりとあさりの佃煮 

１９日 ロールパン 

サーモングラタン 

ほうれん草とﾍﾞｰｺﾝのサラダ 

果物 

２０日  

かき揚げ丼（えび入り） 

味噌汁 

磯和え 

２１日 

肉うどん 

冬至かぼちゃ 

果物 

２２日 

コーンピラフ 

フライドチキン 

フルーツカクテル 

ごはん/豚肉、大豆、じゃが

芋、玉ねぎ、白滝、人参、切

り干し大根、さやいんげん、

干し椎茸、生姜、菜種油、醤

油/さんま、醤油、小麦粉、

片栗粉、菜種油、大根/あさ

り、生姜、醤油、のり、ひじ

き、水あめ 

パン／鮭、玉ねぎ、ﾏｶﾛﾆ、人

参、菜種油、小麦粉、ﾊﾞﾀｰ、 

牛乳、豆乳、ｽｷﾑﾐﾙｸ、ﾁｰｽﾞ、 

パン粉、パセリ/ﾍﾞｰｺﾝ、ほう

れん草、もやし、醤油、菜種

油、白ごま/キウイフルーツ 

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/豆腐、

なめこ、長ねぎ、味噌/小

松菜、もやし、切りのり、

醤油 

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/かぼちゃ、白玉もち、

小豆あん/みかん 

胚芽米、大麦、ﾊﾞﾀｰ、ﾍﾞｰｺﾝ、

玉ねぎ、人参、ホールコーン、

ﾏｯｼｭﾙｰﾑ、パセリ、菜種油/

鶏肉、にんにく、牛乳、小麦

粉、片栗粉、菜種油/りんご

缶、ﾊﾟｲﾝ缶、黄桃缶、洋梨缶、

夏みかん缶、りんごジュース 

２５日 

終業式 

 

 

★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、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。 

 12 月 22 日（金）は、「冬至」です。冬至は、1 年で最も昼が短

くなる日です。この日に、かぼちゃを食べたり、ゆず湯に入ったりす

ることで、冬の健康を願う風習が今も続いています。 

給食では、21 日（木）に「冬至かぼちゃ」を実施します。 

 かぼちゃは、保存がきき、保存中も他の野

菜と比べて栄養分もあまり失われないため、

昔は、冬の貴重な栄養源でした。体内でビタ

ミン A になるカロテンが含まれており、皮膚

やのどの粘膜の働きを強めます。 

「ゆず」を「ゆうづう（融通）」につなげ、「融

通がききますように」という願いをこめ、「冬至」

は「湯治」（お風呂に入って病気をなおすこと）に

かけた言葉遊びから、ゆず湯に入るようになった

という説があります。ゆずのさわやかな香りには、

リラックス効果はもちろん、体の血行をよくする

働きがあると言われています。 

とう   じ 


