
 

 

 

 

             平成２９年（２０１７年） ９月２９日 北の沢小学校 真駒内公園小学校給食便り 

 

 日増しに秋も深まってきました。子どもたちにとっては勉強やスポーツ 

などに忙しい季節です。しっかり食べて、元気に運動し、丈夫な体をつく 

りましょう。 

また、この時季は「実りの秋」というように、いろいろな食べ物が収穫 

できる季節です。さまざまな食べ物を食べて、栄養バランスのよい食事を 

とるように心がけましょう。 

 

 

 
                                                                                       

せっかくつくられた食べ物も、わたしたちが食べ残してしまえば、そのままごみとして捨てられてし

まいます。自分が食べられる量を盛りつける、苦手な食べ物でも一口だけでも食べてみるなど、食べ物

をごみにしない方法を考えてみましょう。 

いただきますには、肉や魚、野菜や果物、米などの命を 

いただいていることへの感謝の意味があります。 

また、ごちそうさまには、食事のために駆け回っていた 

だいた人（食材を育てた人、食材を運んでくれた人、給食 

の献立を考えてくれた人、調理をしてくれた人など）への 

感謝の意味があります。 

心を込めてあいさつをしましょう。 

ピーマンは 

きらいなの 

お皿によそい 

すぎちゃった 

おやつを食べたら 

おなかがいっぱい 

ダイエット 

中だから 



月 火 水 木 金 

2 日 3 日 4 日 5 日 6 日 

ごはん 
◇●とうふのちゅうかに 
△ぶたにくのたつたあげ 
しょうがあえ 
 
 

△★◆ロールパン 
△◆ホワイトポークシチュー 
☆くしろさんたらザンギ 
●こまつなとしめじのｻﾗﾀﾞ 

ごはん 
ぶたじる 
がんものふくめに 
☆●こざかなのつくだに 
 

※北…こぶし給食なし 

△☆ごもくうどん 
えだまめ 
●ごまだんご 
 
 

※十五夜メニュー 

△くりごはん 
みそしる 
△☆●さばのソースやき 
 
 

 
精白米/豆腐 豚肉 えび にんじん 玉
ねぎ  たけのこ  しいたけ  きくらげ 
しょうが にんにく 油 でん粉 ごま
油/豚肉 しょうが 小麦粉 でん粉 油
/小松菜 白菜 しょうが/ 

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/たらｻﾞﾝｷ （゙たら でん粉 しょうが 
にんにく）油/ﾌﾟﾚｽﾊﾑ(豚肉) 小松菜 ｺｰﾝ しめじ 
ごま 油/ 

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/ひじき入りがんも/か
たくちいわし 昆布 ごま/ 

ｿﾌﾄめん  鶏肉  油揚げ  つと 
にんじん ほうれん草 ごぼう 
長ねぎ しいたけ たもぎたけ/
えだまめ/白玉もち ごま/ 

胚芽米 大麦  栗 油揚げ に
んじん しめじ しいたけ/小松
菜  厚揚げ  たもぎだけ/さば 
しょうが 小麦粉 でん粉 油 
ごま/ 

9 日 10 日 11 日 12 日 13 日 

  

 

体育の日 

△あげﾊﾟﾝ(ｿﾌﾄﾌﾗﾝｽ) 
△しおワンタンスープ 
●ちゅうかｻﾗﾀﾞ 
オレンジＣゼリー 

ごはん 
☆★しょうゆおでん 
△●ひじきいりぎょうざ 
くだもの 
※めざせ！！和食の達人 

△●みそラーメン 
◆ポテトグラッセ 
くだもの 
 

△★◆エスカロップ 
 
●きりぼしだいこんのｻﾗﾀﾞ 
 

※北…こぶし給食なし 
小麦粉 上新粉 ﾗｰﾄﾞ 油/ワンタン 豚
肉 にんじん ほうれん草 もやし ﾒﾝﾏ 
長ねぎ しょうが にんにく 油/ﾌﾟﾚｽﾊﾑ
(豚肉) 春雨  きゅうり  もやし ｺｰﾝ 
ごま油 ごま/ｵﾚﾝｼﾞｼﾞｭｰｽ ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂｼﾞ
ｭｰｽ ｱｾﾛﾗｼﾞｭｰｽ ｾﾞﾗﾁﾝ/ 

精白米/豆腐入りかまぼこ うずら卵 
がんも こんにゃく にんじん 大
根 ふき 昆布/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）/くだもの 

ｿﾌﾄﾗｰﾒﾝ 豚肉 玉ねぎ にんじ
ん しょうが にんにく ごま
油 もやし ﾒﾝﾏ 長ねぎ ほう
れん草 くきわかめ ごま 油/
じゃがいも ﾊﾞﾀｰ 牛乳/くだも
の 

胚芽米 大麦 ﾊﾞﾀｰ たけのこ 
ﾊﾟｾﾘ 豚肉 卵 小麦粉 パン
粉 玉ねぎ にんじん しょう
が にんにく ﾄﾏﾄ 油/切干大
根 まぐろ水煮 にんじん も
やし きゅうり ごま油 ごま/ 

16 日 17 日 18 日 19 日 20 日 

ごはん 
みそしる（だいこん） 
△★◇たまねぎのかきあげ 
やさいのしょうゆづけ 
てんどんのたれ 

△★◆ツイストパン 
△◆カレークリームシチュー 
△◇●あさりの 
スパゲティサラダ 

くだもの 
※給食早だし 

 
 

子どもの成長を 

確かめる会 

※給食はありません 

△◇ゆであげｼｰﾌｰﾄﾞﾄﾏﾄｿｰｽ 
あおのりポテト 
くだもの 
 

△●ビビンバ 
△うのはなコロッケ 
◆フルーツサワー 
 
 

※北…６年給食なし 
精白米/大根 油揚げ/えび あさり 
桜えび 玉ねぎ にんじん ごぼう 
春菊 ひじき 小麦粉 卵 油/大根 
きゅうり にんじん/きび砂糖 かた
くり粉/ 

小麦粉 卵 ｽｷﾑﾐﾙｸ/豚肉 ｾﾛﾘ じゃが
いも  にんじん  玉ねぎ  ﾊﾟｾﾘ  牛乳 
豆乳 小麦粉 ｽｷﾑﾐﾙｸ ﾊﾞﾀｰ 油 ﾁｰｽﾞ/
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 

ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ  ｵﾘｰﾌﾞ油  油  ﾊﾟｾﾘ 
ﾊﾞﾗﾍﾞｰｺﾝ(豚肉) えび いか あ
さり 玉ねぎ にんじん 小麦
粉 ﾄﾏﾄ ｾﾛﾘ にんにく/じゃが
いも あおのり 油/くだもの 

胚芽米 大麦 豚肉 焼き豆腐 ﾒﾝﾏ 長ねぎ しょうが にんに
く ほうれん草 にんじん もやし ごま 油 ごま油/うの花ｺﾛ
ｯｹ（おから じゃがいも ごぼう ひじき 玉ねぎ にんじん 小
麦粉 ﾊﾟﾝ粉 米粉）油/みかん缶 黄桃缶 ﾊﾟｲﾝ缶 なし缶 なつ
みかん缶 ﾖｰｸﾞﾙﾄ/ 

23 日 24 日 25 日 26 日 27 日 

ごはん 

●マーボーどうふ 

△☆★●いわしごまフライ 

いそあえ 

△★◆よこわりバンズパン 

△◆ポテトのクリームに 

△★◆●ハンバーグ 

きのこｿｰｽ 

☆●だいこんｻﾗﾀﾞ 

※北…3 年なし 

△▲豆とひきにくのカレー 

 

●こまつなとｺｰﾝのｻﾗﾀﾞ 

 

くだもの 

 

△にくうどん 

△●ひじきいりはるまき 

Aキャロットゼリー 

B◆★ほうれん草蒸しパン 

 

※リザーブ給食 

△☆●さけごはん 

けんちんじる 

★ザンギ 

くだもの 

 

 
精白米/豆腐 豚肉 にんじん 長ね
ぎ しいたけ しょうが にんにく 
油 ごま油 でん粉/いわし しょう
が 小麦粉 ﾊﾟﾝ粉 卵 ごま 油/
ほうれん草 もやし のり/ 

小麦粉 卵 ｽｷﾑﾐﾙｸ/ﾊﾞﾗﾍﾞｰｺﾝ(豚肉) じゃがいも 玉ねぎ ﾏｯｼｭﾙ
ｰﾑ 小麦粉 ﾊﾞﾀｰ ﾁｰｽﾞ ｽｷﾑﾐﾙｸ 牛乳 豆乳 ﾊﾟｾﾘ 油/ﾊﾝﾊﾞｰ
ｸ （゙牛肉 豚肉 玉ねぎ ﾊﾟﾝ粉 卵 牛乳 油） たもぎたけ し
めじ えのきだけ 干しいたけ でん粉 ごま/大根 まぐろ水煮 
きゅうり にんじん ごま油 ごま/ 

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/ 小松菜 ｺｰﾝ ごま 
油/くだもの 

ｿﾌﾄめん 豚肉 油揚げ にんじん ほうれん草 しいたけ 
長ねぎ たもぎたけ/春巻（たけのこ にんじん 豚肉 ひじ
き 油 でん粉 小麦粉 ｵｲｽﾀー ｿー ｽ ごま油）油/Aにんじん 
ｵﾚﾝｼ゙ ｼ゙ ｭー ｽ 寒天/B ほうれん草 小麦粉  卵  牛乳  ｽｷﾑﾐ
ﾙｸ  ﾊﾞﾀ  ー  きび砂糖/ 

胚芽米 大麦  鮭 わかめ ご
ま/鶏肉 豆腐 つきこんにゃく 
にんじん 大根 ごぼう 長ね
ぎ 油/鶏肉 しょうが にんに
く 卵 でん粉 油/くだもの 

30 日 31 日 １１月 1 日 2 日 3 日 

●わふうそぼろごはん 

きのこじる（みそ） 

くだもの 

 

△★◆コッぺパン 

△◆かぼちゃのポタージュ 

★とうふナゲット 

●もやしのごまサラダ 

ケチャップソース 

 

 

開校記念日 

△◇●かんとんめん 

●だいがくいも 

くだもの 

 

  

 

文化の日 

精白米 鶏肉 焼き豆腐 しいたけ 切
干大根 ひじき ごぼう にんじん ご
ま しょうが 油/しめじ えのき なめ
こ  にんじん  大根  ごぼう  長ねぎ 
油揚げ 油/くだもの 

小麦粉 卵 ｽｷﾑﾐﾙｸ/ﾊﾞﾗﾍﾞｰｺﾝ(豚肉) かぼ
ちゃ 玉ねぎ ｾﾛﾘ ﾊﾟｾﾘ 小麦粉 ﾊﾞﾀｰ 
油 牛乳 ﾁｰｽﾞ ｽｷﾑﾐﾙｸ 豆乳/焼き豆腐 
鶏肉 玉ねぎ 卵 でん粉 油/ほうれん草 
もやし ｺｰﾝ にんじん ごま/ 

ｿﾌﾄﾗｰﾒﾝ 豚肉 しょうが にんにく 
油 えび いか 玉ねぎ 白菜 に
んじん たけのこ きくらげ 長ね
ぎ ﾁﾝｹﾞﾝ菜 でん粉 ごま油/さつ
まいも 油 ごま/くだもの 

 
◎１０月５日（木）は、十五夜献立です。 
  １０月４日（水）が十五夜ですが、次の日の給食を十五夜献立に 

 しました。丸いだんごを月に見立てています。 

 

◎１０月２６日(水)は、リザーブ給食です。 
  キャロットゼリーとほうれん草蒸しパンの２つから選びます。 

どちらも緑黄色野菜です。おいしく野菜を食べましょう。 

※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。 

 


