令和元年（2019 年）９月３０日
札幌市立啓明中学校

だんだんと日暮れが早まり、トンボを見かけるなど秋らしくなってきました。店頭では様々な北海道のおいしい秋の味
覚を見かけます。おいしい秋の味覚を味わって、おなかも心もいっぱいにしましょう。

リザーブ給食は、事前にメニューを選ぶことのできる給食です。
今回は、和食に欠かせない発酵調味料である「みそ」と「しょうゆ」を使った料理の選択給食です。「ぶりの
ごまみそかけ」としょうゆ味の「ぶりの照り焼き」の２つのうちから一つを選択する給食を１０月７日（月）に
予定しています。生徒が選択する際に資料を通して、和食の特徴などについて学びます。

和食の特徴
★ごはんを中心にいくつかのおかずが付き、栄養のバランスを
調えやすい。
★大豆製品やだしのうま味や発酵食品を多く使うので動物性
脂肪が少ない。

生活習慣病に
なりにくい！

★野菜、豆、海藻など食物繊維が豊富な食材を多く使う。
★「焼く」「煮る」「蒸す」など食べ物そのものの味を生かす。
★自然(四季)に合わせた食材を使い、それらを調理する技術が発達している。
★おせち料理など年中行事と深く関わってきた。

札幌産の玉ねぎが登場！
１０月の上旬から札幌で栽培された玉ねぎが給
食に登場します。時期によって、フードリサイク
ルのたい肥を使って育てた「さつおう」やまぼろ
しの玉ねぎと言われる「札幌黄」など、いくつか
の品種を 12 月まで使用する予定です。
「さつおう」は「札幌黄」のおいしさ
を受け継ぐ札幌発の品種で、煮込み料理
など加熱する料理に適した品種です。

実物の給食の展示や、スタンプラリー（参加者に
は給食で使用しているのと同じ野菜をプレゼント！）
などがあります。近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄
りください。

１０月予定献立
月
※ 使用食材は献立の下

火
1日

水
2日

に表記しています

金
4日

たぬきうどん
里の味ごはん
（えび入り）
さんまごまフライ
が、調味料（醤油、
チーズポテト焼き
しょうが和え
味噌、ｹﾁｬｯﾌﾟなど）
梨

ごはん
背割コッぺパン
スンドゥブ
パンプキンシチュー
韓国料理から 焼きフランク(ﾁﾘｿｰｽ)
春巻
ヒントを得た
おひたし 献立
小松菜サラダ

ｿﾌﾄめん あさり さくらえび
かたくちいわし 人参 春菊
青果物は、流通の関 ごぼう 切干大根 ひじき
小麦粉 卵 鶏肉 つと ほ
係で予告なく変更す
うれん草 長ねぎ たもぎた
る場合がありますの け しいたけ/じゃがいも ﾊﾞ
ﾀｰ 牛乳 ﾁｰｽﾞ/梨/

精白米/豆腐 豚肉 しょうが
にんにく あさり 人参 玉ね
ぎ えのきたけ にら/たけの
こ 人参 豚肉 ひじき 片
栗粉 小麦粉/小松菜 もやし
糸かつお

や香辛料は記載して
おりません。
※

木
3日

胚芽米 大麦 人参 ごぼう
しいたけ 油揚げ 鶏肉 ひ
じき さつまいも 枝豆/さん
ま しょうが 小麦粉 卵
ごま パン粉/小松菜 白菜
しょうが

背割コッペパン/ﾍﾞｰｺﾝ かぼ
ちゃ 玉ねぎ 人参 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/豚肉 水あめ
玉ねぎ/ﾊﾑ 春雨 ひじき
小松菜/

でご了承ください。

7日

8日

9日

ごはん
リザーブ
給食
さつま汁
ぶりのごま味噌かけ
又はぶりの照り焼き
からし和え

味噌ラーメン
大学芋
ぶどう

精白米/豚肉 さつまいも 豆
腐 こんにゃく 人参 大根
ごぼう 長ねぎ しょうが/ぶ
り 小麦粉 片栗粉 ごま/ぶ
り 小麦粉 片栗粉/ハム ほ
うれん草 もやし/

ｿﾌﾄﾗｰﾒﾝ 豚肉 玉ねぎ 人
参 しょうが にんにく ごま
もやし ﾒﾝﾏ 長ねぎ ほう
れん草 くきわかめ/さつまい
も 水あめ ごま/ぶどう/

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/
じゃがいも ﾁｰｽﾞﾌｰﾄﾞ 脱脂
粉乳 ﾊﾟﾝ粉 小麦粉 米粉
片栗粉/みかん缶 ﾊﾟｲﾝ缶 も
も缶 なし缶 夏みかん缶
りんごｼﾞｭｰｽ/

15日

16日

14日
体育の日

サーモンピラフ
ﾁｰｽﾞﾌｫﾝﾃﾞｭｺﾛｯｹ
フルーツカクテル

かき揚げ丼

ゆであげスパゲティ
ボンゴレ
フレンチポテト
ヨーグルト

札教研

ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ あさり 大豆水煮
玉ねぎ 人参 マッシュルー
ム セロリ しょうが にんに
く パセリ 小麦粉 トマト缶
/じゃがいも/ﾖｰｸﾞﾙﾄ/

21日
和風そぼろごはん
味噌汁
ほっけフライ

22日
国民の祝日

精白米 鶏肉 豆腐 切り干
し大根 しいたけ ごま しょ
うが ごぼう 人参 油揚げ
ひじき/豆腐 小松菜 えのき
たけ/ほっけ 小麦粉 卵 パ
ン粉/

28日

10日
秋野菜のかき揚げ丼
味噌汁
さつまいもが
梨
たっぷりの

23日
小松菜ピラフ
ハンバーグきのこｿｰｽ
フルーツサワー

精白米 玉ねぎ 人参 ごぼ
う さつまいも 切干大根
小麦粉 卵 片栗粉/厚揚げ
小松菜 たもぎたけ/梨/

17日

30日

横割バンズ/ﾍﾞｰｺﾝ 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/えび すりみ 玉ねぎ
片栗粉 卵 はちみつ/ｷｬﾍﾞﾂ
人参 ｺｰﾝ/ﾁｰｽﾞ/

18日

ごはん
マーボー豆腐
いわしのかば焼き
しょうが和え

黒コッぺパン
かぼちゃのグラタン
ポークチャップ
ほうれん草と
ﾍﾞｰｺﾝのｻﾗﾀﾞ

精白米/豆腐 豚肉 しょうが
にんにく 人参 長ねぎ し
いたけ 片栗粉/いわし 小麦
粉 片栗粉 しょうが ごま/
小松菜 白菜 しょうが/

黒コッペパン/ﾍﾞｰｺﾝ 南瓜 ﾏ
ｶﾛﾆ 玉ねぎ ﾏｯｼｭﾙｰﾑ 小麦
粉 ﾊﾞﾀｰ 牛乳 豆乳 ﾁｰｽﾞ
ｽｷﾑﾐﾙｸ ﾊﾟﾝ粉 ﾊﾟｾﾘ/豚肉
片栗粉 小麦粉 玉ねぎ
ﾋﾟｰﾏﾝ 人参/ﾍﾞｰｺﾝ ほうれん
草 もやし ごま/

24日

25日

合唱の会

胚芽米 大麦 ﾊﾞﾀｰ ﾍﾞｰｺﾝ
人参 玉ねぎ にんにく ｺｰﾝ
小松菜/牛肉 豚肉 玉ねぎ
ﾊﾟﾝ粉 卵 牛乳 たもぎた
け しめじ えのきだけ 干し
いたけ 片栗粉 ごま/みかん
缶 ﾊﾟｲﾝ缶 もも缶 なし缶
夏みかん缶 ﾖｰｸﾞﾙﾄ/

29日

11日
横割バンズ
オニオンポタージュ
エビバーグ
ｺｰﾙｽﾛｰｻﾗﾀﾞ
スライスチーズ

角食
ポークシチュー
十勝大豆コロッケ
あさりのサラダ
角食/豚肉 しょうが にんに
く ｾﾛﾘｰ じゃがいも 人参
玉ねぎ グリンピース トマト
缶 小麦粉/じゃがいも 大豆
玉ねぎ ﾏｯｼｭﾎﾟﾃﾄ 小麦粉
ﾊﾟﾝ粉 ｺｰﾝｽﾀｰﾁ/あさり しょ
うが きゅうり ｷｬﾍﾞﾂ 人参
ごま/

31日

食材の産地や放射性物

豚ミックス丼
味噌汁
磯和え

関西風きつねうどん
たこ焼風天ぷら
黄桃缶

栗ごはん
味噌汁
豚肉の竜田揚げ

シーフードカレー
小松菜とｺｰﾝのｻﾗﾀﾞ
みかん

精白米 豚肉 しょうが 厚
揚げ 片栗粉 小麦粉 玉ね
ぎ たけのこ 人参 ﾋﾟｰﾏﾝ
ごま/大根 油揚げ/小松菜
もやし のり/

ｿﾌﾄめん 油揚げ 鶏肉 つと
干ししいたけ 長ねぎ ほう
れん草/豆腐入りかまぼこ 小
麦粉 卵 糸かつお 青のり/
黄桃/

胚芽米 大麦 栗 油揚げ
人参 しめじ しいたけ/豆腐
なめこ 長ねぎ/豚肉 しょう
が 小麦粉 片栗粉/

精白米 えび いか ほたて ださい。
あさり 人参 玉ねぎ ｾﾛﾘ http://www.city.sapp
りんご しょうが にんにく
ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ 小麦粉/ﾊﾑ 小松 oro.jp
菜 ｺｰﾝ ごま/みかん/
牛乳は毎日つきます。

質検査の結果につきまし
ては、札幌市教育委員会
ホームページでご確認く

