２０１９年

２月２６日

札幌市立篠路西中学校

札幌市立屯田北中学校

今年度も残りわずかとなりました。3 月は 1 年の締めくくりの月です。
3 年生は 9 年間のお付き合いだった給食ともお別れですね。今後も「食」に関心をもち
食べることを楽しみながら健康管理ができるよう「食の自立」に向けて学んでください。

インドでは、カレーなどを食べる時に、

韓国では、ごはんが入った茶わんや汁物の

手を使って食べます。これは「料理を手で

わんは手に持たずに、テーブルの上に置いた

も味わう」ためで、温度や手触りなども含

ままさじで食べます。持ち上げるとマナー違

めて食べ物を味わっていると言われていま

反です。また、人に招かれた時など、たくさ

す。このように手を使って味わう習慣は、

んの料理が出てきますが、招かれた方は残す

東南アジアや中近東、アフリカなど、全世

のが礼儀で、全部食べてしまうと物足りない

界の約 40％の国で行われているようです。

（満足していない）という意味にとられてし
まいます。

月

火

水

木

☆献立紹介☆
３日は桃の節句、ひな祭りです。給食では、１日にちら
し寿司を作ります。昆布だしで酢飯を炊いて、味を含ま
せた具を混ぜて仕上げます。かんぴょうは、栃木産の無
漂白のものを使用します。手巻き用のりがつきます。
５日「関西風きつねうどん」
・・・薄口しょうゆを使って仕上げます。ひとり１枚、じっ
くり味を含ませた「きつね（油揚）
」がつきます。
１１日「すだちゼリー」
・・・卒業生の「巣立ち」にかけて。さわやかな柑橘を使ったゼリ
ーです。
４日
782kcal ５日
773kcal ６日
829kcal ７日
858kcal
ごはん
関西風きつねうどん 小松菜ピラフ
ごはん
ピリカラすき焼き
はんぺんの石垣揚げ 豚肉のカレーフライ マーボー豆腐
揚げえびシュウマイ りんご
フルーツミックス
ひじき入りぎょうざ
おかかふりかけ
磯和え

金
１日
780kcal
ちらし寿司（手巻き
用のり）
とんかつ
しょうが和え
◆胚芽米 大麦 昆布 つと
人参 しいたけ かんぴょう
ひじき 油揚げ ごま 焼き
のり
◆豚肉 小麦粉 卵 パン粉
◆小松菜 もやし しょうが

８日
874kcal
横割バンズ
あさりのチャウダー
焼きﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ（ｹﾁｬｯﾌﾟ
ｿｰｽ）ｽﾗｲｽﾁｰｽﾞ
デコポン

◆牛肉 焼き豆腐 しらたき
玉ねぎ 白菜 長ネギ たもぎ
茸 ごま ﾄｳﾊﾞﾝｼﾞｬﾝ にんにく
生姜 りんご ごま油
◆冷凍えびｼｭｳﾏｲ
◆しらす干し 糸かつお 切り
のり ごま

◆ｿﾌﾄ麺 小揚げ 鶏肉 つと
しいたけ 長ねぎ ほうれん草
削節（ﾑﾛ） （宗田） 昆布
◆はんぺん 生姜 小麦粉
卵 ごま

◆胚芽米 大麦 ﾊﾞﾀｰ ﾍﾞｰｺ
ﾝ 玉ねぎ 人参 にんにく
ｺｰﾝ 小松菜
◆豚肉 小麦粉 卵 ﾊﾟﾝ粉
ｵｰﾄﾐｰﾙ
◆みかん缶 ﾊﾟｲﾝ缶 黄桃缶
洋梨缶 夏みかん缶

◆豆腐 豚肉 生姜 にんに
く 人参 長ネギ しいたけ
ｵｲｽﾀｰｿｰｽ ﾄｳﾊﾞﾝｼﾞｬﾝ 片栗
粉
◆冷凍 ぎょうざ
◆小松菜 もやし 切りのり

◆あさり ﾍﾞｰｺﾝ じゃが芋
玉ねぎ 人参 ﾊﾟｾﾘ 小麦粉
ﾊﾞﾀｰ 牛乳 豆乳 ﾁｰｽﾞ ｽｷ
ﾑﾐﾙｸ 鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ
◆冷凍ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ
◆ｽﾗｲｽﾁｰｽﾞ鉄強化

１１日
870kcal
ハヤシライス
小松菜とベーコンの
サラダ
すだちゼリー

１２日
721kcal
味噌バターコーンラ
ーメン
きなこポテト
いちご

１３日
837kcal
ビビンバ
南瓜コロッケ
ヨーグルト和え

１４日

１５日

◆牛肉 玉ねぎ 人参 たけ
のこ ｾﾛﾘｰ 生姜 にんにく
ﾏｯｼｭﾙｰﾑ ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ 小麦粉
ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ ﾊﾔｼﾙｳ 鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ
◆ﾍﾞｰｺﾝ 小松菜 もやし ご
ま
◆冷凍ｶｯﾌﾟｾﾞﾘｰ

◆ｿﾌﾄﾗｰﾒﾝ 豚肉 玉ねぎ
人参 生姜 にんにく ごま
豆板醤 ごま油 もやし ﾒﾝ
ﾏ ほうれん草 長ねぎ ﾊﾞﾀ
ｰ ｺｰﾝ 鳥ｶﾞﾗ 豚骨 煮干
し 昆布
◆じやが芋 きな粉

◆胚芽米 大麦 豚肉 焼き豆
腐 ﾒﾝﾏ 長ネギ 生姜 にん
にく ごま油 豆板醬 人参
ほうれん草 もやし ごま
◆冷凍ｺﾛｯｹ
◆みかん缶 ﾊﾟｲﾝ缶 黄桃缶
洋梨缶 ﾖｰｸﾞﾙﾄ

１８日
846kcal
厚揚げ入り肉炒め丼
にらたまスープ
国産オレンジ

１９日
860kcal
パスタカレーソース
ストローポテトサラ
ダ
ヨーグルト

２０日
850kcal
わかめごはん
さつま汁
サケフライ
いちご

◆ごはん 豚肉 ﾒﾝﾏ 人参
もやし 小松菜 厚揚げ 片栗
粉 玉ねぎ りんご 生姜 に
んにく 豆板醤 ごま油 ごま
◆卵 豆腐 にら かたくり粉
削節（ﾑﾛ） 昆布

◆ｿﾌﾄﾊﾟｽﾀ 豚肉 大豆水煮
玉ねぎ 人参 ｾﾛﾘ 生姜 り
んご にんにく ﾏｯｼｭﾙｰﾑ ﾊﾟ
ｾﾘ ｶﾚｰﾙｳ 小麦粉 鶏ｶﾞﾗｽ
ｰﾌﾟ
◆ﾊﾑ ｷｬﾍﾞﾂ きゅうり ｺｰﾝ
じゃが芋 ごま
◆ｶｯﾌﾟ入りﾖｰｸﾞﾙﾄ（90ｇ）

◆胚芽米 大麦 わかめ ご
ま◆豚肉 豆腐 つきこんにゃ
く さつま芋 人参 大根 ご
ぼう 長ネギ 生姜 削節（ﾑ
ﾛ） 昆布
◆冷凍 ｻｹｹﾌﾗｲ

給食なし

２１日
春分の日

卒業式

２２日
832kcal
背割コッペパン
ほうれん草グラタン
セルフドック
大根サラダ
◆ﾍﾞｰｺﾝ ほうれん草 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 鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ◆ﾎﾟ
ｰｸﾌﾗﾝｸ（ｹﾁｬｯﾌﾟｿｰｽ） ◆大根
まぐろ水煮 人参 きゅうり
ごま ごま油

★牛乳（２００ｍｌ）は、毎日つきます。 ★日付の横の数字は、総エネルギー量を表しています。
★記載されている果物は、気候や生育状況などにより変更する場合があります。
★あさり、ししゃも等の海産物全般について・・・小さなかに、えび、貝がら等が混入している場合がありま
す。
アレルギーの関係で使用する予定の食材名を記載しています。調味料や加工食品については
一部を除き記載していません。
ご不明な点、ご心配な点などありましたら、屯田北中栄養教諭 下山までお問い合わせ下さい。
（７７５－５１１１）

☆給食費は全額 食材の購入費として使用しています。年度末をむかえますので、早めの完納にご協力ください。

