
 

ごはんは、体を作る良 

質なたんぱく質や効率の 

よいエネルギー源となる 

炭水化物などさまざまな 

栄養素を含んだ優れた栄 

養食品です。 

 

 

 

             平成２９年（２０１７年）１１月 ２日 北の沢小学校 真駒内公園小学校給食便り 

 

街路樹も寒い冬を迎える準備を整えています。あたたかい物を食べ、体の中からも 

あたたまるようにしましょう。 
 

 

 
 
 
 新米が店頭に出回る季節となりました。みなさんは、ご飯をどのくらい食べていま 
すか？ご飯のよさを考えて食べましょう。 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
               
 
        

シリーズ『早ね・早起き・朝ごはん！』 ～寝やすくする食品～ 

 早くねることは、生活リズムをととのえるためにも大切なことです。 
夕食にどんな食品を食べると、良い睡眠にできるかをお知らせします。 

☆L-トリプトファン 
 
アミノ酸の一種であるＬ－トリプトファン 

は、神経の働きを弱めて睡眠をもたらす神経 
伝達物質セロトニンへと変化し、その後、睡 
眠ホルモンと呼ばれるメラトニン（睡眠段階 
を設定する働きを持つ）になります。つまり、 
このＬ－トリプトファンを含む食品を適量摂 
れば、眠りにつきやすいといわれています。 

 ごはんは、和風、洋風、中華とどんな食品とも組み 
合わせることができ、毎日食べても飽きません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪どんなおかずとも相性がいい≫  ごはんは粉からできているパンなどと違って、粒
のままで食べるため、消化・吸収がゆっくりです。
ですから、脂肪を体内に貯めようとするインスリン 
の分泌もゆっくりな 
ので、お腹の持ちも 
よく、しっかり食べ 
ると、太りにくく、 
糖尿病になりにくい 
と言われています。 

≪太りにくい≫ 

≪バランスよく含む栄養食≫ 

〈★印のついているものはパンにも合うおかずです。〉 

〈ごはん 1 杯のカロリーと同じ食品〉→ 

 

子ども時代から、色々な味・食材・料理を経験することで「食歴」を豊かに幅広いものにしておくと、大人になっ 
てから食べ慣れない味や食事にも無理なく順応できます。また、日々の生活の中で「体がどんな栄養バランスの食事 
を欲しているか」を敏感に感じとって、その時々にあわせた食事の摂り方ができるようになると言われます。 
 自分の体に応じた食事ができることは、生涯にわたって健康を守ることにもつながります。ファーストフードやイ 
ンスタントの食品・ワンパターンな組み合わせが、子どもたちの将来の健康に何らかの影響を及ぼす事は明らかにな 
ってきています。 
 子どもたちが将来自分で自分の健康を守る力をつけるために、和・洋・中と様々なパターンの料理の食材と組み合 
わせやすい「ご飯食」で、幅広い食経験をもたせることが大切です。 

 
チーズ・牛乳・卵黄・落花 
生・アーモンド・バナナ・ 
豆乳・豆ふ・凍り豆腐・湯 
葉・きな粉 

L-トリプトファンを含む食品 

☆ビタミンＢ１とＢ１２ 
 
神経を落ち着かせる働きがあります。 

 
豚肉・ハム・大豆・きなこ・米 

ビタミンＢ１を含む食品 

 
背の青い魚・貝類・海藻類 

ビタミンＢ１２を含む食品 



月 火 水 木 金 

6日 7日 8日 9日 10日 

ごはん 

きのこじる 

☆さんまのみそに 

くだもの 

△★◆ロールパン 

△☆★◇おこのみあげ 

札幌大球キャベツスープ 

アップルゼリー 

 

※札幌大球使用献立 

ごはん 

とうふのｵｲｽﾀｰｿｰｽに 

△☆★ほっけフライ 

いそあえ 

△☆きつねうどん 

●いももち 

くだもの 

 

△◇あさりごはん 

みそしる 

△☆★●まめよせフライ 

くだもの 

精白米/豚肉 豆腐 しめじ え

のき  なめこ  にんじん  大根 

ごぼう 長ねぎ 油/さんま し

ょうが 長ねぎ/くだもの 

小麦粉 卵 ｽｷﾑﾐﾙｸ/あさり えび いか 

ﾊﾞﾗﾍﾞｰｺﾝ(豚肉) ｷｬﾍﾞﾂ 切干大根 ｺｰﾝ 

ひじき 小麦粉 卵 油 糸かつお 青の

り/ベーコン キャベツ にんじん 玉ね

ぎ パセリ/ﾘﾝｺﾞｼﾞｭｰｽ 寒天 りんご/ 

精白米/豆腐 豚肉 ﾋﾟｰﾏﾝ 玉ね

ぎ 長ねぎ にんじん しょうが 

にんにく 油 でん粉 ｵｲｽﾀｰｿｰｽ

/ほっけ 小麦粉 ﾊﾟﾝ粉 卵 油

/小松菜 白菜 のり/ 

ｿﾌﾄめん  油揚げ  鶏肉  つと 

しいたけ  長ねぎ  たもぎたけ 

ほうれんそう/じゃがいも でん

粉 油 ごま/くだもの 

胚芽米 大麦 あさり しょうが にんじ

ん ごぼう たけのこ しいたけ ひじき 

ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ 油/小松菜 たもぎだけ 玉ね

ぎ/すりみ 卵 枝豆 大豆 でん粉  

パン粉 ごま 油/くだもの 

13日 14日 15日 16日 17日 

△ハヤシライス 

やさいのしょうゆづけ 

くだもの 

 

△★◆よこわりバンズパン 

△◆しろはなまめのポタージュ 

△◆レバーいりハンバーグ 

●サイコロサラダ 

ケチャップソース 

ごはん 

△すきやき 

◇のりとあさりのつくだに 

くだもの 

△カレーラーメン 

シナモンポテト 

くだもの 

 

△☆◆サーモンピラフ 

△●ぶたにくのごまあげ 

フルーツミックス 

精白米 豚肉 玉ねぎ にんじん 

じゃがいも ｾﾛﾘ しょうが に

んにく ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ ﾄﾏﾄ ﾏｯｼｭﾙ

ｰﾑ ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ 小麦粉 油/大根 

きゅうり にんじん/くだもの 

小麦粉 卵 ｽｷﾑﾐﾙｸ/ﾊﾞﾗﾍﾞｰｺﾝ(豚肉) 白花豆 じ

ゃがいも 玉ねぎ 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/ﾚﾊﾞｰ入りﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ（牛肉 豚肉 

玉ねぎ 豚ﾚﾊﾞｰ でん粉 ﾊﾟﾝ粉 ｽｷﾑﾐﾙｸ 油）油/

ﾌﾟﾚｽﾊﾑ(豚肉) にんじん きゅうり ｺｰﾝ ごま油/ 

精白米/豚肉 焼き豆腐 しらた

き 玉ねぎ 白菜 長ねぎ たも

ぎたけ 焼きふ 春菊 しいたけ 

油/あさり しょうが のり ひ

じき/くだもの 

ｿﾌﾄﾗｰﾒﾝ 豚肉 しょうが にん

にく  油  ﾒﾝﾏ  もやし  白菜 

にんじん  玉ねぎ  ほうれん草 

長ねぎ  わかめ  ﾄﾏﾄ  りんご 

小麦粉/さつまいも 油/くだもの 

胚芽米 大麦 ﾊﾞﾀｰ 鮭 玉ねぎ 

ｺｰﾝ  ﾏｯｼｭﾙｰﾑ  ﾊﾟｾﾘ  油/豚肉 

しょうが にんにく 小麦粉 で

ん粉 ごま 油/みかん缶 黄桃

缶 ﾊﾟｲﾝ缶 なし缶 りんご缶/ 

20日 21日 22日 23日 24日 

●スタミナどん 

みそしる 

からしあえ 

 

 

 

△★◆くろコッぺパン 

△☆◆はくさいと 

にくﾎﾞｰﾙのｸﾘｰﾑに 

☆■カレイのからあげ 

●ちゅうかｻﾗﾀﾞ 

チリソース 

△ゆであげミートソース 

●ほうれん草とベーコン 

のサラダ 

くだもの 

 

 

 

 

 

勤労感謝の日 
  

△●とりごぼうごはん 

みそしる 

△☆★◆さんしょくあげ 

 

白飯  豚肉  メンマ  にんじん 

油 もやし にら 玉ねぎ りん

ご かたくり粉 ごま油 ごま/

じゃがいも 玉ねぎ/プレスハム

(豚肉) ほうれん草 もやし/ 

小麦粉 卵 ｽｷﾑﾐﾙｸ/豚ひき肉 すりみ 焼き豆腐 

玉ねぎ でん粉 白菜 にんじん ﾏｯｼｭﾙｰﾑ ﾊﾟｾﾘ 

小麦粉 ﾊﾞﾀｰ 油 ﾁｰｽﾞ ｽｷﾑﾐﾙｸ 牛乳 豆乳/カ
レイ  でん粉 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/玉ねぎ/ 

ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ ｵﾘｰﾌﾞ油 油 ﾊﾟｾﾘ 豚

肉 玉ねぎ にんじん 大豆 ﾏｯ

ｼｭﾙｰﾑ ｾﾛﾘ にんにく 小麦粉/

ほうれん草 ﾍﾞｰｺﾝ(豚肉) もやし 

ごま 油/くだもの 

胚芽米 大麦 鶏肉 焼き豆腐 しょうが 

ごぼう にんじん 油揚げ ごま 油/じ

ゃがいも わかめ 長ねぎ/ﾁｷﾝﾚﾊﾞｰｳｲﾝﾅｰ
（鶏肉 豚脂 豚ﾚﾊﾞｰ ひじき 牛乳）ﾋﾟ

ｰﾏﾝ 豆腐入りかまぼこ 小麦粉 卵 油/ 

27日 28日 29日 30日 12月 1日 

△★●みそカツどん 

すましじる 

しょうがあえ 

 

 

※北…振替休業日 

△ソフトフランスパン 

△◆コーンシチュー 

◇●あさりのサラダ 

くだもの 

ごはん 

△あつあげのカレーソース 

ミニトマト 

●ナムル 

△☆ごもくうどん 

●ごまポテト 

くだもの 

 

△◆チキンウインナーライス 

△◆とかちだいずコロッケ 

●こまつなサラダ 

 

精白米 豚肉 小麦粉 卵 ﾊﾟﾝ
粉 油 ごま油 ごま/豆腐 わ

かめ 長ねぎ しいたけ/小松菜 

白菜 しょうが/ 

小麦粉 上新粉 ﾗｰﾄﾞ/ｺｰﾝ 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/あさり しょうが きゅうり ｷ

ｬﾍﾞﾂ にんじん 油 ごま油 ごま/くだ

もの 

精白米/厚揚げ 豚肉 にんじん 

玉ねぎ さやいんげん しょうが 

にんにく 油 小麦粉/ミニトマ

ト/ﾌﾟﾚｽﾊﾑ(豚肉) ほうれん草 も

やし にんじん 長ねぎ しょう

が にんにく ごま油 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/

じゃがいも ごま 油/くだもの 

胚芽米 大麦 ﾊﾞﾀｰ ﾄﾏﾄｼﾞｭｰｽ ﾁｷﾝﾚﾊﾞｰｳｲﾝﾅ-（鶏

肉 豚脂肪 豚ﾚﾊﾞｰ ひじき 牛乳） 玉ねぎ に

んじん ﾏｯｼｭﾙｰﾑ ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ 油/大豆ｺﾛｯｹ（じゃが

いも 大豆 玉ねぎ ｽｷﾑﾐﾙｸ 小麦粉 ﾊﾟﾝ粉 で

ん粉）油/ﾌﾟﾚｽﾊﾑ(豚肉) 春雨 ひじき 小松菜 ご
ま油/ 

 
◎１１月７日（火）は、札幌大球使用献立です。 
   

札幌の伝統野菜の札幌大球を使用したキャベ 

ツスープが給食に登場します。１個１５ｋｇ～ 

２０ｋｇくらいある大きなキャベツです。シャ 

キシャキした歯ごたえと甘さが特長です。 

 いつも給食室で使うキャベツは、北の沢小と 

真駒内公園小を合わせて３０個ほど使いますが、 

札幌大球にすると３個で間に合います。 

※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。 

 

給食室に届けられた札幌大球 


