
シリーズ『早ね・早起き・朝ごはん！』 ～5 分でできる！朝ごはん～

①簡単に作れる朝ごはん ②子どもが喜んで食べてくれる朝ごはん ③洗い物が楽な朝ごはん
どの条件も満たす、レシピをご紹介します！

平成３０年（２０１８年）２月 ９日 北の沢小学校 真駒内公園小学校給食便り

寒さのもっとも厳しい2月です。また、かぜやインフルエンザ、感染性胃腸炎

などが流行しやすい時期でもあります。手洗い、うがい、栄養、睡眠に留意して

元気にすごしましょう。

ビタミンは、体のさまざまな機能を調節する大切な微量栄養素です。

「日本人の食事摂取基準（２０１５年版）」で取り上げられているもの

は１３種類ありますが、その中から２種類のビタミンを紹介します。

ビタミンCは、水溶性のビタミンの一つで、

コラーゲンの合成をサポートし、強い抗酸化作

用があるなど、さまざまな働きがあります。

ビタミン C を多く含む食べ物には、ピーマン、

ブロッコリー、トマト、だいこん、みかんなど

があります。

ビタミンAは、脂溶性のビタミンの一つで、全

身の皮膚やのどや鼻などの粘膜の健康を維持し

たり、目の健康を保ったりする働きがあります。

ビタミン A を多く含む食べ物には、レバー、ぎ

んだら、モロヘイヤ、にんじん、かぼちゃなど

があります。

カルボナーラトースト

バター 適量

食パン（6 枚切り）1 枚

卵 1 個

スライスベーコン 1 枚

マヨネーズ 適量

パルメザンチーズ 適量

塩・あらびき黒こしょう

少々

ツナみそ丼

ツナ缶 1 缶

みそ 小さじ 1

砂糖 小さじ１

溶き卵 1 個

温かいごはん 丼 1 杯

パンに材料をのせて焼くだけ
です。

サラダか具だくさんのスープ
をプラスすると栄養満点です。お
いしいですよ！

フライパンでツナとみそと砂
糖を少し炒めて丼にのせ、溶き卵
で炒り卵を作ってのせるだけで
す。

具だくさんのみそ汁をプラス
すると栄養満点です。



月 火 水 木 金

12日 13日 14日 15日 16日

振替休日

△ソフトフランスパン

△◆ベーコンシチュー

☆インドボール

●ほうれんそうとｺｰﾝ

のサラダ

北…４年バイキング給食

△●とりﾐｯｸｽどん

◇みそしる

いそあえ

△☆★おやこうどん

●ごまポテト

くだもの

北…２年ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ給食

3～６年給食なし

△◆コーンピラフ

△★●こうやどうふ

のフライ

グレープゼリー

小麦粉 上新粉 ﾗｰﾄﾞ/ﾊﾞﾗﾍﾞｰｺﾝ
(豚肉) じゃがいも 玉ねぎ に
んじん ﾊﾟｾﾘ 小麦粉 ﾊﾞﾀｰ
油 牛乳 豆乳 ﾁｰｽﾞ ｽｷﾑﾐﾙｸ/
豆腐入りかまぼこ/ほうれん草
ｺｰﾝ ごま 油/

精白米 鶏肉 厚揚げ 小麦粉
でん粉 油 にんじん 玉ねぎ
たけのこ しいたけ ﾋﾟｰﾏﾝ ご
ま しょうが/あさり ごぼう
こまつな/ほうれん草 もやし
のり/

ｿﾌﾄめん 卵 鶏肉 つと しい
たけ 長ねぎ ほうれん草 た
もぎたけ でん粉/じゃがいも
ごま 油/くだもの

胚芽米 大麦 ﾊﾞﾀｰ ﾊﾞﾗﾍﾞｰｺﾝ
(豚肉) 玉ねぎ にんじん ｺｰﾝ
ﾏｯｼｭﾙｰﾑ ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ 油 ﾊﾟｾﾘ/
高野豆腐 小麦粉 卵 ごま
ﾊﾟﾝ粉 油/ぶどうｼﾞｭｰｽ 寒天/

19日 20日 21日 22日 23日

ごはん

△◇とうふの

チリソースに

△●ひじきいりぎょうざ

☆からしあえ

△★◆くろコッぺパン

△◆ホワイトポークシチュー

△◇●あさりの

スパゲティサラダ

くだもの

北…こぶし給食なし

ごはん

じゃがいものそぼろに

△☆●いわしのかばやき

☆おひたし

△◆●みそバター

コーンラーメン

あおのりポテト

くだもの

△◆◇シーフード

カレーピラフ

☆★とうふのロックあげ

フルーツミックス

精白米/豆腐 えび でん粉 小麦粉 に

んじん 長ねぎ しいたけ ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ

しょうが にんにく 油/ぎょうざ（豚肉

ｷｬﾍﾞﾂ ひじき 豚脂 鶏肉 長ねぎ し

いたけ しょうが でん粉 小麦粉 油

ごま油）/焼きちくわ 小松菜 ｷｬﾍﾞﾂ/

小麦粉 卵 ｽｷﾑﾐﾙｸ/豚肉 じゃがい

も 玉ねぎ にんじん ﾊﾟｾﾘ 油

小麦粉 ﾊﾞﾀｰ 牛乳 豆乳 ﾁｰｽﾞ ｽ

ｷﾑﾐﾙｸ/あさり しょうが ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ

きゅうり にんじん 油 ごま油

ごま/くだもの

精白米/豚肉 じゃがいも 玉ね

ぎ にんじん 大豆 切干大根

さやいんげん しいたけ しょ

うが 油/いわし 小麦粉 でん

粉 油 しょうが ごま/ほうれ

ん草 白菜 糸かつお/

ｿﾌﾄﾗｰﾒﾝ 豚肉 しょうが にん

にく ﾒﾝﾏ もやし 玉ねぎ に

んじん ほうれん草 長ねぎ ｺ

ｰﾝ ﾊﾞﾀｰ ごま ごま油 油/じ

ゃがいも あおのり 油/くだも

の

胚芽米 大麦 ﾊﾞﾀｰ ﾊﾞﾗﾍﾞｰｺﾝ(豚肉) え

び あさり いか 玉ねぎ にんじん ﾏ

ｯｼｭﾙｰﾑ ﾊﾟｾﾘ 油/焼き豆腐 さやいんげ

ん ｺｰﾝ ﾎﾟｰｸﾌﾗﾝｸ（豚肉 豚脂 卵白）

すりみ ひじき 卵 でん粉 油/みかん

缶 黄桃缶 ﾊﾟｲﾝ缶 なし缶 りんご缶/

26日 27日 28日 3 月 1 日 2 日

ごはん

ぶたじる

△☆★ほっけフライ

●こんぶのつくだに

△★◆かぼちゃパン

△◆コーンシチュー

●あつあげｻﾗﾀﾞ

くだもの

△豆とひきにくのカレー

●ほうれんそうと

しめじのサラダ

ミニトマト

北…ふれあい給食

△☆◇★たぬきうどん

◆チーズポテト

くだもの

△●ちらしずし

みそけんちんじる

△レバーいりメンチカツ

精白米/豚肉 豆腐 じゃがいも

こんにゃく にんじん 大根

ごぼう 玉ねぎ 長ねぎ しょ

うが 油/ほっけ 小麦粉 ﾊﾟﾝ

粉 卵 油/昆布 ごま/

小麦粉 卵 ｽｷﾑﾐﾙｸ かぼちゃ/ｺ ﾝー ﾊﾞﾗﾍﾞー ｺﾝ(豚

肉) 玉ねぎ にんじん じゃがいも ﾊﾟｾﾘ 小麦

粉 ﾊ゙ ﾀー 油 牛乳 豆乳 ｽｷﾑﾐﾙｸ ﾁー ｽ゙ /厚揚げ

しょうが 小麦粉 でん粉 油 ｷｬﾍﾞﾂ きゅうり

にんじん ごま油 ごま/くだもの

精白米 牛肉 豚肉 玉ねぎ にん

じん しょうが にんにく 小麦粉

いんげん豆 ｾﾛﾘ ﾊﾟｾﾘ ﾚｰｽﾞﾝ 油/

ﾌﾟﾚｽﾊﾑ(豚肉) ほうれん草 ｺｰﾝ し

めじ ごま 油/ミニトマト/

ｿﾌﾄめん えび あさり にんじん 春菊

ごぼう 切干大根 ひじき 小麦粉 卵

鶏肉 つと ほうれん草 長ねぎ たも

ぎたけ しいたけ/じゃがいも ﾊﾞﾀｰ ﾁｰ

ｽﾞ 牛乳 ｽｷﾑﾐﾙｸ/くだもの

胚芽米 大麦 つと 油揚げ にんじん しいた

け かんぴょう ひじき ごま のり/鶏肉 豆腐

つきこんにゃく にんじん 大根 ごぼう 長ね

ぎ 油/ﾚﾊ゙ ｰ入りﾒﾝﾁｶﾂ（牛肉 豚肉 玉ねぎ 豚ﾚ

ﾊ゙ ｰ ﾊ゚ ﾝ粉 ｺー ﾝｽﾀー ﾁ 小麦粉 でん粉 油）/

※牛乳が毎日２００ｍｌつきます。
★は卵使用献立、☆は魚を含む献立、◆は牛乳・乳製品使用献立、◇はえび・いか・あさり・かに使用献立、
●はごま・ごま油使用献立、▲はナッツ使用献立、■は魚卵使用献立、△は小麦・大麦使用献立 です。

《作り方》

① じゃがいもは皮をむいてゆで、
水気をきってつぶす。

② ①に砂糖・バター・細かくし
たチーズ・牛乳・塩を入れ、よ
く混ぜる。

〈材料〉（４人分）

じゃがいも
砂糖
バター
牛乳
チーズ
塩

北海道のおいしいじゃがいもを使った料理です。

「カルシウム」がたっぷり入っています。ぜひおためしください。

3月1日のメニュ

ーに登場します。

４００ｇ（大２個）
大さじ２と１／２
２０ｇ
大さじ２
４０ｇ
少々


