１０月のこんだて
月
牛乳は、毎日
つきます。
残さず
飲みましょう！
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火
1
・レーズンパン
・麦入り野菜スープ
・チキンクラッカー揚げ
・フルーツゼリー

水
2
＜陸上競技大会＞

木
3
・塩ラーメン
・大学芋
・みかん

エネルギー８５１ｋｃａｌ

エネルギー７８０ｋｃａｌ

【麦入り野菜スープ】バラベーコン・人参・玉葱・
キャベツ・セロリ・パセリ・大麦・醬油・コショ
ウ・鶏ガラスープ【チキンクラッカー揚げ】鶏肉・
黒コショウ・小麦粉・卵・クラッカー揚げ【フル
ーツゼリー】みかん缶・パイン缶・黄桃缶・りん
ごジュース・粉寒天・上白糖

【塩ラーメン】豚肉・生姜・にんにく・
醬油・油・メンマ・もやし・人参・玉葱・
白菜・長葱・ほうれん草・塩わかめ・み
りん・黒コショウ・ごま油・白ごま【大
学芋】さつま芋・水飴・黒砂糖・醬油・
酢・黒いりごま

8

9

札幌市立元町中学校

１0

金
4
・チキンウインナーライス
・野菜コロッケ
・中華サラダ
エネルギー７６３ｋｃａｌ
【チキンウインナーライス】米・大麦・バター・トマトジ
ｌｌ
ュース・チキンレバーウインナー・玉葱・人参・マッシュ
ルーム・グリンピース・ケチャップ・黒コショウ【野菜コ
ロッケ】じゃが芋・豚肉・とうもろこし・人参・グリンピ
ース・スキムミルク・醬油・みりん・小麦粉・生パン粉・
白ごま【中華サラダ】ロースハム・緑豆春雨・きゅうり・
もやし・人参・醬油・酢・砂糖・ごま油・辛子・白ごま

１1

・カレーライス
・小松菜とベーコンのサラダ
・巨峰

・ロールパン
・ブロッコリーのグラタン
・あさりのカリッとサラダ
・プルーン

・ごはん
・豆腐とえびのチリソース煮
・揚げポークシュウマイ
・おひたし

・肉うどん
・ごまポテト
・梨

・サーモンピラフ
・白花豆コロッケ
・小松菜サラダ

エネルギー8４４ｋｃａｌ

エネルギー8２６ｋｃａｌ

エネルギー８６３ｋｃａｌ

エネルギー７５５ｋｃａｌ

エネルギー７６８ｋｃａｌ

【カレーライス】豚肉・じゃが芋・にんじん・
玉葱・セロリ・りんご・生姜・にんにく・グリ
ンピース・小麦粉・カレー粉・油・カレールウ・
ソース・ケチャップ・醬油・シナモン・オール
スパイス・鶏ガラスープ【小松菜とバーコンの
サラダ】バラベーコン・小松菜・もやし・醬油・
酢・サラダ油・砂糖・黒コショウ・白ごま・

【ブロッコリーのグラタン】ブロッコリー・バラ
ベーコン・マカロニ・玉葱・マッシュルーム・小
麦粉・バター・油・牛乳・豆乳・スキムミルク・
チーズ・コショウ・鶏ガラスープ・パン粉・粉チ
ーズ【あさりのカリッとサラダ】あさり・生姜・
醬油・みりん・小麦粉・片栗粉・きゅうり・キャ
ベツ・人参・酢・砂糖・からし・ごま油・白ごま

【豆腐とえびのチリソース煮】豆腐・むきえび・片栗粉・
小麦粉・油・人参・玉葱・長葱・干し椎茸・グリンピース・
生姜・にんにく・ケチャップ・醬油・ソース・砂糖・豆板
醤・パプリカ・チリパウダー・鶏がらスープ【揚げえびシ
ュウマイ】たら・えび・玉葱・豚脂・澱粉・小麦粉・砂糖・
醬油・酢・からし【揚げポークシューマイ】玉葱・豚肉・
牛肉・澱粉・醬油・砂糖・コショウ・小麦粉・澱粉【おひ
たし】ほうれん草・白菜・糸かつお・醬油

【肉うどん】豚肉・油揚げ・つと・人
参・ほうれん草・長ねぎ・干椎茸・たも
ぎだけ・醬油・砂糖・みりん・酢・唐辛
子【ごまポテト】じゃが芋・白すりごま・
砂糖

【サーモンピラフ】米・大麦・バター・鮭・玉葱・
ホールコーン・マッシュルーム・パセリ・油・黒
コショウ【白花豆コロッケ】白花豆・マッシュポ
テト・砂糖・バター・脱脂粉乳・パン粉・米粉・
小麦粉【小松菜サラダ】ハム・緑豆はるさめ・ひ
じき・醬油・砂糖・小松菜・酢・砂糖・ごま油・
辛子

１4
＜体育の日＞

＜食育放送＞
１5
１6
・背割コッペパン
＜札教研の日＞
・オニオンポタージュ ～給食なし～
・焼フランク
・ほうれん草とコーンのサラダ

２1
・かき揚げ丼
・味噌汁
（もやし・油揚げ）
・酢のもの

１7

１8

・パスタクリームソース
・かぼちゃサラダ
・ブルーベリーゼリー

・焼き豚チャーハン
・高野豆腐のフライ
・大根サラダ

エネルギー７８２ｋｃａｌ

エネルギー８０５ｋｃａｌ

エネルギー８４６ｋｃａｌ

【オニオンポタージュ】バラベーコン・じゃが芋・玉葱・
パセリ・小麦粉・バター・油・牛乳・豆乳・スキムミルク・
チーズ・コショウ・ガラスープ【焼きフランク】ポークフ
ランク・ケチャップ・中農ソース・砂糖・辛子【ほうれん
草とコーンのサラダ】ロースハム・ほうれん草・ホールコ
ーン・白ごま・サラダ油・砂糖・酢・醬油・黒コショウ

【パスタクリームソース】バラベーコン・玉葱・小松菜・
たもぎたけ・小麦粉・バター・油・チーズ・牛乳・スキム
ミルク・豆乳・白味噌・コショウ・豚骨スープ【かぼちゃ
サラダ】ロースハム・かぼちゃ・人参・キャベツ・きゅう
り・酢・砂糖・醬油・黒コショウ・白ごま【ブルーベリー
ゼリー】ブルーベリー果肉・ブルーべリー果汁・寒天

【焼き豚チャーハン】米・大麦・油・豚肉・長葱・生姜・
にんにく・醬油・みりん・人参・玉葱・ホールコーン・干
椎茸・グリンピース・ごま油・黒コショウ【高野豆腐のフ
ライ】凍り豆腐・醬油・砂糖・みりん・カレー粉・小麦粉・
白すりごま・卵・パン粉・白ごま【大根サラダ】大根・ま
ぐろ水煮・きゅうり・人参・白ごま・醬油・砂糖・ごま油・
酢・黒コショウ

・ごはん
・つみれ汁（味噌）
・豚肉の竜田揚げ
・切り干し大根の煮つけ

・芦別ガタタンラーメン
・きなこポテト
・柿

２5
・ビビンバ
・ひじき春巻き
・フルーツカクテル

エネルギー８２９ｋｃａｌ

エネルギー８４５ｋｃａｌ

エネルギー７５０ｋｃａｌ

エネルギー７８０ｋｃａｌ

【かき揚げ丼】ごはん・むきえび・たんざくいか・
あさり・さくらえび素干し・しらす干し・玉葱・
人参・ごぼう・春菊・ひじき・切干大根・小麦粉・
卵・醬油・砂糖・みりん・片栗粉【味噌汁】もや
し・油揚げ・味噌【酢のもの】きゅうり・カット
わかめ・緑豆はるさめ・酢・醬油・砂糖

【つみれ汁】すりみ・焼豆腐・生姜・みそ・片栗
粉・豆腐・大根・人参・長葱・味噌【豚肉の竜田
揚げ】豚肉・醬油・生姜・片栗粉・小麦粉【切干
大根の煮つけ】切干大根・油揚げ・さつま揚げ・
人参・ひじき・油・醬油・砂糖・みりん・唐辛子

【ガタタンラーメン】豚肉・醬油・卵・むきえび・
いか・ほたて・ほうれん草・玉葱・人参・白菜・
焼きちくわ・わらび・黒きくらげ・長葱・生姜・
にんにく・油・みりん・黒コショウ・ごま油・片
栗粉【きなこポテト】じゃが芋・きな粉・砂糖

【ビビンバ】米・大麦・醬油・豚肉・焼豆腐・メンマ・長
葱・生姜・にんにく・砂糖・みりん・ごま油・豆板醤・人
参・ほうれん草・もやし・白ごま・長葱・酢・唐辛子【ひ
じき春巻】竹の子・人参・豚肉・ひじき・ごま油・醬油・
澱粉・砂糖・オイスターソース・小麦粉【フルーツカクテ
ル】みかん缶・パイン缶・黄桃缶・洋梨缶・夏みかん缶・
りんごジュース・上白糖

２8
・ピリカラチキン丼
・ワカメスープ
・りんご

２2
＜国民の祝日＞

２3

30
・ご飯
・横割バンズ
・パンプキンシチュー ・豆腐のオイスターソース煮
・エビバーグ・スライスチーズ ・ししゃものピリカラ揚げ
・小松菜としめじのサラダ ・磯和え
29

２4

31
・カレーうどん
・ポテトフリッター
・柿

9 月 24 日の給食
＜芦別ガタタンラーメン＞
芦別名物「ガタタン」は、たくさんの
具が入ったとろみのついた塩味のスー
プです。戦後、満州から帰ってきた人が
芦別で中華料理店を開いて中華スープ
の「含多湯」を日本語読みにして、だし

エネルギー８５２ｋｃａｌ

エネルギー8３６ｋｃａｌ

エネルギー８７０ｋｃａｌ

エネルギー７７６ｋｃａｌ

たのが始まりといわれています。芦別市

【ピリカラチキン丼】鶏肉・生姜・醬油・
小麦粉・片栗粉・厚揚げ・人参・筍・玉
葱・ピーマン・油・オイスターソース・
醬油・豆板醤・にんにく・砂糖・黒コシ
ョウ【ワカメスープ】塩わかめ・豆腐・
干椎茸・長葱・醬油・白ごま・ごま油

【パンプキンシチュー】バラベーコン・かぼち
ゃ・玉ねぎ・人参・パセリ・小麦粉・バター・油・
牛乳・豆乳・チーズ・スキムミルク・鶏ガラスー
プ【エビバーグ】えび・たらすりみ・玉ねぎ・澱
粉・卵白・はちみつ・コショウ・醬油・砂糖・み
りん・片栗粉【小松菜としめじのサラダ】ハム・
小松菜・ホールコーン・ぶなしめじ・醬油・みり
ん・白ごま・油・砂糖・酢・醬油・黒コショウ

【豆腐のオイスターソース煮】豆腐・豚肉・ピー
マン・長葱・人参・筍・生姜・にんにく・油・醬
油・砂糖・オイスターソース・黒コショウ・片栗
粉・鶏がらスープ【ししゃものピリカラ揚げ】カ
ラフトししゃも（子持ち）片栗粉・小麦粉・砂糖・
みりん・豆板醤【磯和え】小松菜・もやし・切り
のリ・醬油

【カレーうどん】鶏肉・つと・油揚げ・人参・玉
葱・ごぼう・干椎茸・ほうれん草・たもぎたけ・
長葱・小麦粉・油・カレー粉・醬油・砂糖・みり
ん・カレールウ・片栗粉【ポテトフリッター】じ
ゃが芋・砂糖・小麦粉・ベーキングパウダー・卵・
牛乳・砂糖・

民だけではなく、観光客にも大人気
の料理になっています。
ガタタンラーメンは、肉・魚介
類・山菜などのたくさんの具が入
り、最後にとき卵で仕上げたこくの
ある塩味のスープになっています。

札幌市立元町中学校
札幌市立丘珠中学校
令和元年９月 30 日

日増しに秋も深まってきました。生徒たちにとって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、丈夫な体を作ってほしいと思います。また、この時季は「実りの秋」というように、食
べ物が美味しい季節です。旬の食べ物をたくさん味わってほしいと思います。

一汁三菜という言葉を聞いたこと
がありますか？これは、ごはんと汁
物に 3 つのおかずを組み合わせたも
ので、昔から和食の献立の基本とな
っています。
ごはんと味噌汁におかずが３～５
品が日本の昔からの食生活でした。
おかずが 5 品というと多いように思
いますが、季節の野菜の漬物や佃煮、
煮豆などの常備菜も 1 品のおかずに
数えます。
旬の食材を上手に取り入れた和食
のよさをもう一度見直してみましょ
う。

⑤野菜や豆類
ビタミン・ミネラル源と
して・たくさん食べまし
ょう。

④魚や肉・
卵・大豆製品
体を作るたん
ぱく質。
毎食食
べましょう。

③香の物
野菜を漬け
たもの。塩分
に気を付け
ましょう。

②汁物
①ご飯
麦や玄米も
いいですね。

＜第 42 回 学校給食展のご案内＞

吸い物のことで
す。野菜をたくさ
ん入れましょう。

見にいらして
くださいね！

＜テーマ＞

「きゅうしょくで学ぼう！ 食べる楽しさ 大切さ」

＜日時・場所＞

令和元年 10 月 2６日（土） 10 時～17 時
ＪＲ札幌駅 西コンコース（西改札口そば）イベント広場
（１）パネル・実物展示 ～・学校給食の紹介・フードリサイクル
・献立紹介・食指導の写真・食事風景写真・栄養士会の活動
・給食の献立と食器の実物展示・DVD 放映など

＜内 容＞

（２）各種イベント ～・野菜ゲットスタンプラリー
参加者には学校給食で使用している野菜プレゼント！
・わくわく食育ショー
・はし１グランプリ（豆つかみに挑戦）
・野菜計量体験コーナー（１日に必要な野菜の量を計量）
（３）リーフレット・給食メニューレシピ・食育ブックマークの配布

