
   
 
 
 
 

平成３０年（２０１８年） ９月２８日 北の沢小学校 真駒内公園小学校給食便り 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

朝夕の冷え込みが感じられ、街路樹も赤や黄色に色づいてきました。 

秋はさわやかな実りの季節です。脂ののった鮭やさんま、黄金色に実 

ったお米、ほくほくのじゃがいも。収穫の喜びと秋の味覚を存分に味 

わいましょう。 

 

日本型食生活とは、米を主食として、魚や肉、野菜、 

海そう、豆類などのさまざまなおかずを組み合わせて食 

べる食生活のことです。日本が長寿国である理由は、栄 

養バランスのよい優れた食事内容にあると国際的にも評 

価されています。 

また、日本各地で生産される農林水産物を多く取り入 

れることも特徴です。食料自給率向上のためにも、日本 
型食生活を心がけましょう。 

国民１人当たりが食べる量を品目 

別に見てみると、米を食べる量が著 

しく減少しています。その一方で、 

牛乳・乳製品や肉類、油脂類をとる 

量が増えています。 

 米を中心にさまざまな食品をバラ 

ンスよくとることができる日本型食 

生活がどんどん変化していることが 

わかります。ご家庭でもどのような 

食生活を送っているかを話し合って 

みませんか？ 

《作り方》 
① さんまは、三枚おろしにして、身を４つに分ける（１人２枚）。 
② ①に小麦粉・かたくり粉をつけて揚げる。 
③ 小鍋にＡを入れ加熱し、適量の水でといたかたくり粉でとろみ 

をつけて、たれを作る。 
④ 揚げたさんまにたれをかけてできあがり。 
 
 ※ たれの量を増やして、かば焼き丼にしてもおいしいです。 

さんまは漢字で秋刀魚と書くことか
らわかる通り、秋においしい魚です。 
 給食では、油で揚げて特製のたれをか
けて作ります。 

〈材料〉（4 人分） 
 
さんま 
小麦粉 
かたくり粉 
揚げ油 
 
  しょうゆ 
  砂糖 
  酒 
Ａ みりん 
  しょうが 
  白いりごま 
 
かたくり粉 
水 

２６０ｇ（２尾） 
１０ｇ（大さじ１） 
１０ｇ（大さじ１） 
 
 
大さじ１ 
大さじ１ 
小さじ１ 
小さじ１ 
少々 
少々 
 
少々 
大さじ４ 

農林水産省「食料需給表」より作成 

 ≪国民１人・１日当たり供給純食料≫ 



月 火 水 木 金 

1 日 2 日 3 日 4 日 5 日 

△★◆エスカロップ 
 
●こまつなとコーンの 

サラタﾞ 
 

ごはん 
●マーボーどうふ 
△■☆ししゃもの 

ピリからあげ 
▲アーモンドあえ 

△★◆せわりコッぺパン 
△★◆こまつなの 

クリームに 
◆ウインナーソテー 
●もやしのごまサラダ 

ごはん 
みそけんちんじる 
A△☆さけのやきづけ 
B△◆とかちだいずコロッケ 
◇あさりのつくだに 
 
※リザーブ給食 

△☆◇★たぬきうどん 
 
◆チーズポテト 
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/小松菜 
ｺｰﾝ ごま 油/ 

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/ｶﾗﾌﾄ子持
ちししゃも 小麦粉 でん粉 油/
小松菜 白菜 ｱｰﾓﾝﾄﾞ/ 

小麦粉 卵 ｽｷﾑﾐﾙｸ/ﾊﾞﾗﾍﾞｰｺﾝ(豚肉・乳・卵) こま
つな ﾏｶﾛﾆ にんじん 玉ねぎ ﾏｯｼｭﾙｰﾑ 小麦粉 
ﾊﾞﾀ  ー 油 ﾁｰｽ  ゙ 牛乳 豆乳 ｽｷﾑﾐﾙｸ/ﾁｷﾝﾚﾊﾞｰｳｲﾝﾅ
（ー鶏肉 豚脂肪 豚ﾚﾊﾞ  ー ひじき 牛乳）油/ほうれ

ん草 もやし ｺｰﾝ にんじん ごま/ 

精白米/鶏肉 豆腐 つきこんにゃく 
にんじん 大根 ごぼう 長ねぎ 油/
鮭 小麦粉 でん粉 油 しょうが/十
勝大豆ｺﾛｯｹ（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/ご
ぼう にんじん あさり しょうが/ 

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/ 

8 日 9 日 10 日 11 日 12 日 

  
 
 

体育の日 

●ちゅうかおこわ 
 
☆★●ごまけんちんあげ 
◆フルーツサワー 
 

△あげﾊﾟﾝ(ｿﾌﾄﾌﾗﾝｽ) 
★◆ポテトスープ 
★◆●ちゅうかサラダ 
ミニトマト 

△●あつあげいり 
にくいためどん 

みそしる 
くだもの 
 

△ゆであげミートソース 
 
★◆●コロコロサラダ 
くだもの 
 

胚芽米 もち米 豚肉 しょうが しいたけ 
きくらげ たけのこ にんじん 栗 ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰ
ｽ 油 ごま油/すりみ 焼き豆腐 にんじん 
長ねぎ ごぼう ひじき 卵 ごま でん粉 
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/ 

小麦粉 上新粉 ﾗｰﾄﾞ 油/ﾊﾞﾗ
ﾍﾞｰｺﾝ(豚肉・乳・卵) じゃがい
も 玉ねぎ にんじん ﾊﾟｾﾘ/
ﾌﾟﾚｽﾊﾑ(豚肉・乳・卵) 春雨 き
ゅうり もやし ｺｰﾝ ごま油 
ごま/ミニトマト/ 

精白米 豚肉 ﾒﾝﾏ にんじん 
もやし ほうれん草 厚揚げ 
小麦粉 でん粉 玉ねぎ りん
ご しょうが にんにく 油 
ごま油 ごま/じゃがいも わ
かめ 長ねぎ/くだもの/ 

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/ﾌﾟﾚｽﾊﾑ(豚肉・乳・卵) 凍り
豆腐 にんじん きゅうり ｺｰﾝ 
ごま/くだもの/ 

15 日 16 日 17 日 18 日 19 日 

△☆いりこめし 
さつまじる  
△◆しろはなまめコロッケ 
くだもの 
 
 
※北…振替休業日 

スープカレー 
 
△●あつあげサラダ 
 

 
※和食の日メニュー 
※短縮授業給食早出し 

△★◆ロールパン 
△★◆ベーコンシチュー 
☆くしろさんたらザンギ 
アップルゼリー 
 
 
※北…こぶしなし 

ごはん 
カレーにくじゃが 
△☆●さんまのかばやき 
いそあえ 
 
※北…３年なし 
※真…３年なし 

△☆しょうゆラーメン 
 
◆さつまいもグラッセ 
 
くだもの 
 

胚芽米 大麦 かたくちいわし 油揚げ 
にんじん ごぼう 枝豆/豚肉 さつま
いも 豆腐 こんにゃく にんじん 大
根 ごぼう 長ねぎ 油/白花豆ｺﾛｯｹ（白
花豆 じゃがいも 砂糖 ﾊﾞﾀｰ ｽｷﾑﾐﾙｸ 
パン粉 米粉 小麦粉）油/くだもの/ 

精白米 鶏肉 にんにく ｵﾘｰﾌﾞ油 じ
ゃがいも かぼちゃ さやいんげん し
めじ 玉ねぎ ｾﾛﾘ りんご ﾄﾏﾄ しょ
うが にんにく 油/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/ 

小麦粉 卵 ｽｷﾑﾐﾙｸ/ﾊﾞﾗﾍﾞｰｺﾝ(豚肉・
乳・卵) 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/たらｻﾞﾝｷﾞ（たら でん粉 
しょうが にんにく）油/ﾘﾝｺﾞｼﾞｭｰｽ 寒
天 りんご/ 

精白米/豚肉 じゃがいも 玉ねぎ 
にんじん しらたき しいたけ さ
やいんげん たもぎたけ しょうが 
油/さんま 小麦粉 でん粉 油 
しょうが ごま/ほうれん草 白菜 
のり/ 

ｿﾌﾄﾗｰﾒﾝ 豚肉 ﾒﾝﾏ しょうが 
にんにく つと もやし 玉ね
ぎ 長ねぎ ほうれん草 くき
わかめ にんじん/さつまいも 
ﾊﾞﾀｰ 牛乳/くだもの/ 

22 日 23 日 24 日 25 日 26 日 

△ごもくごはん 
みそしる 
△☆★●いわしごま 

フライ 
くだもの 

△★◇かきあげどん 
 
みそしる 
すのもの 
 

※北…ふれあい給食 

△★◆よこわりバンズパン 
△★◆オニオンポタージュ 
△☆サバサンド 
くだもの 
 

ごはん 
とうふのｵｲｽﾀｰｿｰｽに 
△●ひじきいりはるまき 
●ナムル 

△☆関西風きつねうどん 
△☆★◆たこやきふう 

てんぷら 
えだまめ 
 

胚芽米 大麦 鶏肉 油揚げ 
しらたき にんじん ごぼう 
たけのこ ひじき しいたけ 
ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ 油/豆腐 わかめ 長
ねぎ/いわし しょうが 小麦粉 
ﾊﾟﾝ粉 卵 ごま 油/くだもの/ 

精白米 えび あさり 桜えび 
玉ねぎ にんじん 春菊 ごぼ
う 切干大根 ひじき 小麦粉 
卵 でん粉 油/厚揚げ 小松
菜/きゅうり わかめ 春雨/ 

小麦粉 卵 ｽｷﾑﾐﾙｸ/ﾊﾞﾗﾍﾞｰｺﾝ(豚
肉・乳・卵) じゃがいも 玉ねぎ 
ﾊﾟｾﾘ 小麦粉 ﾊﾞﾀｰ 牛乳 豆乳 
ｽｷﾑﾐﾙｸ ﾁｰｽﾞ/さば しょうが に
んにく 小麦粉 でん粉 油 きゅ
うり 玉ねぎ/くだもの/ 

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/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/ほうれん
草 もやし にんじん ごま油 ごま/ 

ｿﾌﾄめん 油揚げ 鶏肉 つと 
しいたけ 長ねぎ ほうれんそ
う/豆腐入りかまぼこ 小麦粉 
卵 牛乳 油 糸かつお 青の
り/えだまめ/ 

29 日 30 日 31 日 11 月 1 日 2 日 

△★◆◇シーフードピラフ 
 
△レバーいりメンチカツ 
★◆●ビーンズサラダ 
 

ごはん 
みそしる 
●ぶたにくとやさいの 

いためもの 
なっとう 

△★◆かくしょく 
☆はくさいと 

にくボールのスープ 
バジルポテト 
◆きなこクリーム 

ごはん 
☆★●にくみそおでん 
△★かぼちゃのてんぷら 
☆●おかかふりかけ 
 
※北…開校記念日、給食なし 

△☆◇●ながさきちゃんぽん 
 
スパイシーポテト 
くだもの 
 

胚芽米 大麦 ﾊﾞﾀｰ ﾊﾞﾗﾍﾞｰｺﾝ(豚肉・乳・卵) 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/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）/金
時豆 手亡豆 枝豆 ﾌﾟﾚｽﾊﾑ(豚肉・乳・卵) ｺｰﾝ 
ｷｬﾍﾞﾂ ごま油/ 

精白米/油揚げ 小松菜 えの
きだけ/豚肉 しょうが でん
粉 たけのこ にんじん ﾋﾟｰﾏ
ﾝ 油 ごま油 ごま/納豆/ 

小麦粉 卵 ｽｷﾑﾐﾙｸ/豚肉 すりみ 
焼き豆腐 しょうが でん粉 白菜 
にんじん しいたけ ほうれん草 
長ねぎ/じゃがいも にんにく バ
ジル ｵﾘｰﾌﾞ油 油/豆乳 きな粉 
ｺｰﾝｽﾀｰﾁ ﾊﾞﾀｰ/ 

精白米/鶏肉 さつま揚げ う
ずら卵 がんも こんにゃく 
にんじん 大根 ふき 昆布 
ご ま /かぼ ちゃ  小 麦 粉  卵 
油/しらす干し 糸かつお の
り 青のり ごま/ 

ｿﾌﾄﾗｰﾒﾝ 豚肉 しょうが にん
にく えび つと もやし に
んじん たまねぎ ｷｬﾍﾞﾂ たけ
のこ ﾁﾝｹﾞﾝ菜 きくらげ 油 
ごま油/じゃがいも 油/くだも
の/ 

 
※牛乳が毎日２００ｍｌつきます。 

北海道胆振東部地震の影響のため、物資の供給ができず食材が変更する場合があります。 
★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。 


