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1 

関西風きつねうどん 
たこ焼き風天ぷら（2 個） 

果 物 
◆うどん（小麦粉）鶏肉 油揚 

げ 醤油◆豆腐いりかまぼこ 

（豆腐） 小麦粉 卵  

４ 

たきこみいなり 

豚肉のカレーフライ 

磯和え 

５ 

和風そぼろごはん

味噌汁 

果 物 

６ 

せわりコッペパン 

あさりのチャウダー 

焼きフランク 

スライスチーズ 

果 物 

７ 

ごはん  

さつま汁 

ししゃものピリカラ

揚げ（2 本） 

のりとあさりの佃煮 

８ 

パスタミートソース 

コロコロサラダ 

ヨーグルト 

◆米粒麦（大麦） 油揚げ 醤

油 ごま◆豚肉 醤油 小麦粉 

卵 パン粉 オートミール◆醤

油  

◆鶏肉 豆腐 味噌 醤油 

油揚げ ◆厚揚げ 味噌  

◆パン（小麦粉 スキムミルク 

卵）◆ベーコン（豚肉） 小麦粉 

バター 牛乳 豆乳 チ－ズ ス 

キムミルク◆豚肉 ◆チーズ 

◆豚肉 豆腐 味噌◆小麦粉

醤油 トウバンジャン ◆醤油 

 

 

◆パスタ（小麦粉） 豚肉 大

豆 小麦粉 味噌 醤油◆ハ

ム（豚肉）  高野豆腐 醤油 

ごま◆ヨーグルト   

11 

とりめし 

さんまの竜田揚げ 

もやしのごまサラダ 

12 13 14 15 

ごはん 

マーボー豆腐 

春巻き 

からし和え 

ソフトフランスパン 

ポテトグラタン 

あさりのスパゲティ

サラダ  

果 物 

ごはん 

みそおでん 

鮭のチ—ズ焼き 

果 物 

広東めん 

シナモンポテト 

果 物 

 

◆米粒麦（大麦） 鶏肉 醤油

◆醤油 小麦粉◆醤油 味噌 

トウバンジャン ごま  
◆豚肉 豆腐 醤油 味噌◆ 

小麦粉 ごま油 醤油 トウ 

バンジャン ◆小麦粉 醤油  

ごま油  

◆パン（小麦粉 スキムミルク 

卵）◆ベーコン（豚肉） 小麦粉  

バター 牛乳 豆乳 チーズ   

スキムミルク パン粉◆醤油 

味噌 ごま ごま油 

◆豆腐入りかまぼこ（豆腐） う 

ずら卵 厚揚げ ひじき入りが

んも 醤油 味噌◆鮭 チーズ 

◆     

 

◆ラーメン（小麦粉） 豚肉 え

び いか 醤油 ごま油 

１８ 
ごぼうピラフ 
ちくわチ－ズつめフライ 

フルーツミックス 

１９ 
厚揚げ入り炒め丼 

味噌汁 

果 物 

２０ 
ロールパン 

イタリアンスープ 

ローストチキン 

ヨーグルト和え 

２１ 
シーフドカレー 

ほうれん草とコーン

のサラダ 

温州みかんゼリー 

２２ 
肉うどん 

かぼちゃのいとこ煮 

果 物  

◆米粒麦（大麦） バター ベ

ーコン（豚肉） 醤油◆チーズ

小麦粉 卵 パン粉 ◆黄桃缶 

◆豚肉 厚揚げ トウバンジ 

ャン ごま 醤油 ごま油 

◆油揚げ 味噌 

◆パン（小麦粉 スキムミルク 

卵）◆ベーコン（豚肉）マカロニ

（小麦粉） 醤油◆鶏肉 醤油◆

黄桃缶 ヨーグルト   

◆えび いか 小麦粉 醤油

◆ハム（小麦粉） 醤油 

◆うどん（小麦粉） 豚肉 油揚

げ 醤油 

１ ベーコン ごぼう にんじん 玉ねぎは小さく角切

にします。 

２ 油でみじん切りのにんにくを炒め１のベーコン・野

菜を炒めて醤油・塩・こしょうで味つけます。 

３ 米はバターと２で出た煮汁で炊き蒸らすときに具を

入れます。 

４ みじん切りにしたパセリを入れて混ぜます。 

給食だより 12 月 
平成２９年 札幌市立太平中学校   

米      4 人分 

バター    大さじ１ 

ベーコン   ３０ｇ 

ごぼう    ８０ｇ 

ホールコーン 大さじ２杯 

人参 １／２本 玉ねぎ1 玉 

にんにく パセリ 少  々

調味料（塩 こしょう 醤油） 

 

１０００年以上も前に薬草として

中国から伝わりました。食物せん

いが他の食品より多く野菜の中で

トップです。体の中でコレステロ

ールや血糖値を上げないように働

きます。 

給食だよりには使われている食材を記載しています。 
◎特定原材料（表示義務食品） 
７品 小麦 乳 卵 えび かに（そば 落花生は給食にでません）  
◎誘発原材料（表示奨励食品） 
２０品 大豆 豚肉 牛肉 鶏肉 いか 鮭 あわび いくら 鯖  
くるみ キウイフルーツ 桃 りんご バナナ オレンジ 松茸  
山芋 ゼラチン カシューナッツ ごま 



 エ  ー  ス 

 かぜ予防には粘膜を強くし、体の抵抗力をアップさせることが大切です。食事では「ビタミンエ

ース」と呼ばれるビタミンＡ、ビタミンＣ、ビタミンＥを多く含む野菜や果物、魚介類を積極的に

食べましょう。冬が旬の食べ物にも多く含まれています。 

ビタミンＡ                ビタミンＣ               ビタミンＥ 

にんじん、かぼちゃはもちろん、

冬においしいほうれん草、春菊、

大根の葉などにも多く含まれる。

うなぎなどの魚にも多い。 

みかんや柿、キウイなどの果物

だけでなく、ブロッコリーやいも

類にも多く含まれる。 

ひまわり油や綿実油などの油、

アーモンドやピーナッツなどの種

実類、かぼちゃ、鮭や筋子にも多

い。 

※ウイルスを体内に入れないためにも食事の前の手洗いは念入りに行いましょう。また疲れをためないため

に十分な睡眠も大切です。 

もうすぐ年の瀬です。１２月１１日は「いにいい」の語呂合わせで、胃腸の健康を見直す「胃腸

の日」です。クリスマスや大晦日、そして新年とイベントがめじろ押しの冬休みです。調子にのっ

て食べ過ぎてしまうと、胃腸をこわし、楽しく過ごせなくなってしまいます。年末年始の食生活に

注意しましょう。 

 

一度にたくさん食べると消化時間がかかります。 

よくかむことで消化を助け、食べ過ぎも防げます。 

油を使った揚げ物などの料理や脂肪の多い肉は消化

が悪く胃に負担をかけます。またケーキなどのクリー

ムも油や脂肪が多く含まれています。 

食欲がないからと、食事を抜く

とかえって胃が荒れてしまうこと

があります。少量をよくかみ、  

３食を５～６回に分けて食べてみ

ましょう。 

給食がなく、肉や揚げ物など油を使った料理が多く

なるこの時季だからこそ、これからの食品を忘れずに

食べ胃腸の調子を良い状態に保ちます。 


