
エネルギーになる 体をつくる 体の調子を整える

焼き豚　わかめ 人参　生姜　筍
玉ねぎ　もやし　白菜
長ねぎ　にんにく

じゃがいも 青のり
油

ミニトマト

水あめ　砂糖 豆乳
ｋｃａｌ

ご飯

じゃがいも 油あげ　みそ 人参
キャベツ　玉ねぎ

でん粉　砂糖 さば 大根

油　てんさい糖 豚肉 人参
ごま　ごま油 ごぼう　こんにゃく

ｋｃａｌ

664

2 金 ご飯

野菜のみそ汁

さばのみぞれ煮

618 きんぴらごぼう

 献　立　名
主な食品

野菜しょうゆラーメン

青のりポテト

ラーメン1 木

ミニトマト

豆乳プリン
眠ることは、食事やトイレ
以上に難しい場合があり

ます。とくに慣れていない
環境では、不安いっぱい
になります。でも、アイマ

スクや耳栓を使うなどし
て、静かで暗い環境をつ
くり、体をしっかり休めま

しょう。

怖い経験や悲しい体験を
すると食欲がなくなります。

でも、食事をとらないと、
体力が落ち、病気にかか
りやすくなります。おなか

がすいていなくても規則
的に食事と水分をとりま
しょう。

安心して食事や水分をと
れるように、トイレに行く

ことを忘れずに。水を使
わずにすむ「携帯トイレ」
の準備もしておきましょう。

混雑が予想される避難
所のトイレは時間を決め
て早めに行くようにしま

しょう。

骨まで食べられます

9月1日は1923（大正12）年に関東大震災が起きた日で、今は「防災の日」です。そして8月30日から9月5日まで

は「防災週間」です。災害はいつ起こるかわかりません。防災関連の物資の準備・点検を行い、家族や地域で防災や

避難時の生活について話し合い、災害に対する備えを万全にしておきましょう。

水道が止まったとき貴重な保存水や、熱源を有効に使えると話題になっているのが、ポリ袋

（高密度ポリエチレン袋）を使った湯せん調理です。特別な材料を必要とせず、家にあるもの

で作ることができるため、練習も兼ねて取り組んでみてはいかがでしょうか。ネットにも関連

情報がたくさんあります。材料を切り、袋に入れるなどの準備さえできれば、後は鍋に水を入

れ、火にかけるだけなので簡単に作れます。こうした調理をした経験があるか、ないかは、い

ざ災害に直面したときの対応に大きな違いとなって表れます。

【材料（1人分）】

無洗米・・・・・・・・・100ｍｌ
水・・・・・・・・・・・120ｍｌ
ポリ袋・・・・・・・・・3枚
コーン（缶）・・・・・・適量
さつまいも（角切り）・・適量

【作り方】

①ポリ袋を3重にし、無洗米を入れ30分以上ひたす。
１人分の小分けにするのがコツ。一緒に缶詰の
コーンやさつまいもの角切りを入れて炊きこみに
してもおいしい。

②沸騰した鍋に皿かざるを沈めて敷き（ポリ袋が直
接鍋底に当たらないように）、口を結んだ①を入
れて15分ほど煮る。

③鍋の火を止め、15分予熱で加熱する。
④鍋からトングでポリ袋を取り出し、容器に移して
5分間蒸らす。

⑤ポリ袋の口を切り、容器に被せて食べる。
（容器を汚さずにすみます。）

【材料（1人分）】

じゃがいも・・・・50ｇ
たまねぎ・・・・・50ｇ
キャベツ・・・・・50ｇ
にんじん・・・・・30ｇ

【作り方】

①じゃがいも、キャベツはひと口大、たまねぎはくし切り、にんじんは5ｍｍ
程の厚さで輪切りにする。※野菜は白菜やもやし、セロリ、ブロッコリー、
カリフラワーなど火の通りやすいものなら、家にあるものに変えたり、加
えてもよい。

②ポリ袋を３重にし、①を入れる。また別の３重のポリ袋を用意して卵を入
れる。ポリ袋ごとご飯と同様にして鍋で15分煮る。卵のポリ袋はここで取
り出す。（ゆでたまごのできあがり）

③鍋の火を止め、15分予熱で加熱する。
④鍋からトングをでポリ袋を取り出し、容器に移す。
⑤ポリ袋の口を切り、容器にそのまま被せる。ゆで卵をむいて加える。上か
らドライパセリ、青のり、パルメザンチーズなどをふりかけてもおいしい。

※ポリ袋ご飯と一緒に同時に調理できます。
一度で主食・主菜・副菜のそろった食事になります。

コンソメ（顆粒）・・・小さじ1
水・・・・・・・・・・150ｍｌ
卵・・・・・・・・・・1個
ポリ袋・・・・・・・・6枚



エネルギーになる 体をつくる 体の調子を整える エネルギーになる 体をつくる 体の調子を整える

じゃがいも 牛肉 人参
油　小麦粉 生姜　にんにく　玉ねぎ

枝豆　トマト
てんさい糖 まぐろ水煮 大根　人参
油　ごま 海藻 きゅうり

みかん

ｋｃａｌ

黒糖パン

春雨 鶏肉 人参
白菜　コーン

パン粉　油 いか
小麦粉

じゃがいも ベーコン 玉ねぎ　パセリ
バター チーズ

ｋｃａｌ

ご飯 ご飯

じゃがいも 豚肉　豆腐 人参　大根
みそ こんにゃく　ごぼう みそ　油あげ 人参

玉ねぎ　長ねぎ キャベツ　玉ねぎ
でん粉　油 たら

砂糖　水あめ さば 生姜

ごま　油 茎わかめ 人参　キャベツ
てんさい糖 鶏肉 玉ねぎ　きゅうり 油　てんさい糖 豚肉　高野豆腐 人参　

納豆 ひじき 切干大根　干しいたけ
ｋｃａｌ ｋｃａｌ

うどん ラーメン

てんさい糖 鶏肉　油あげ 人参　 油 豚肉 人参　もやし　コーン
つと（かまぼこ） 干しいたけ　小松菜 つと（かまぼこ） 生姜　にんにく　長ねぎ

長ねぎ 玉ねぎ　キャベツ　筍
白玉もち　ごま 米粉　でん粉 鶏肉 生姜　にんにく
てんさい糖 油　てんさい糖 長ねぎ

ごま油
梨 砂糖 ラフランス缶

洋なし果汁
ｋｃａｌ ｋｃａｌ

ご飯

油　てんさい糖 豚肉　豆腐 人参　長ねぎ
ごま油　でん粉 筍　小松菜　エリンギ

にんにく　生姜
春雨　ごま油 豚肉　ひじき キャベツ　玉ねぎ
小麦粉　油 人参　長ねぎ
でん粉　砂糖 生姜
ごま　ごま油 人参　大根
てんさい糖 きゅうり

ｋｃａｌ

春雨 豚肉 人参 てんさい糖 豚肉 人参
白菜　干しいたけ 油 玉ねぎ　白滝
長ねぎ たもぎ茸　枝豆

小麦粉　でん粉 豚肉 玉ねぎ　長ねぎ ごま 人参
パン粉　砂糖 生姜　 卵抜きマヨネーズ きゅうり　コーン
ごま油 てんさい糖 ごぼう　
ごま油　ごま 牛肉 人参 りんご
てんさい糖 生姜　にんにく

ｋｃａｌ 小松菜　もやし ｋｃａｌ

コッペパン ソフトフランスパン

オリーブ油 ベーコン 人参　玉ねぎ
マカロニ　油 鶏肉 人参 じゃがいも キャベツ　パセリ
小麦粉　バター 牛乳　チーズ 玉ねぎ　コーン きび粉 トマト　にんにく

生クリーム パセリ パン粉　小麦粉 豚肉
砂糖 鶏肉 油

油　てんさい糖 ハム　海藻 大根　きゅうり
てんさい糖 ハム ブロッコリー　玉ねぎ 玉ねぎ　レモン果汁
油　ごま きゅうり チーズ

ｋｃａｌ ｋｃａｌ

ご飯 ご飯

豆腐　油あげ 人参　大根 じゃがいも 豚肉 大根　人参
みそ 長ねぎ 油　でん粉 玉ねぎ　かぼちゃ

米粉　砂糖 にんにく　生姜　トマト
砂糖　ごま油 鶏肉　豚肉 玉ねぎ　トマト ごま 昆布 きゅうり　人参
油 牛肉 りんご果汁 てんさい糖

じゃがいも 豚肉 人参 パイン
油　てんさい糖 こんにゃく　玉ねぎ

ｋｃａｌ さやいんげん ｋｃａｌ

スパゲティ うどん

オリーブ油 豚肉　大豆 人参　ピーマン　 てんさい糖 豚肉　油あげ 人参　大根
小麦粉　バター チーズ 玉ねぎ　生姜　なす でん粉 竹輪 小松菜　長ねぎ　白菜
てんさい糖 にんにく　トマト ごぼう　干しいたけ

枝豆 さつまいも
油　ごま
水あめ　黒砂糖

巨峰 ミニトマト

ｋｃａｌ ｋｃａｌ

ご飯 ご飯 わかめ

春雨　でん粉 鶏肉　豚肉 人参　レタス 豆腐　鶏肉 大根　人参　
ごま油 長ねぎ　干しいたけ みそ こんにゃく　ごぼう

玉ねぎ 長ねぎ
パン粉　小麦粉 鮭 米粉　でん粉 豚肉　鶏肉 玉ねぎ
油 てんさい糖 しめじ　えのき茸

トマト
てんさい糖 中華くらげ 人参 油　てんさい糖 人参
ごま油 きゅうり ごま 小松菜　もやし

ｋｃａｌ ｋｃａｌ

7 水 21 水 ご飯

北広島市学校給食センター

 献　立　名
主な食品

 献　立　名
主な食品

黒糖パン

白菜のスープ

イカフライ

じゃがチーズ

6 火 20 火

月 ご飯 ご飯

ハヤシライス

大根と海藻のサラダ

695 冷凍みかん

5

670 632 切干大根の炒め煮

8 木 五目うどん 22 木 ちゃんぽんめん

すりごま団子

688 梨 652

9 金 ご飯

中華風鶏からあげ

ラフランスゼリー

四川豆腐

野菜春巻き

660 大根のナムル

ご飯

春雨スープ 北広豚すき丼

荒挽肉しゅうまい ごぼうサラダ

631 炒めビビンバ 655 りんご

12 月 ご飯 ご飯 26 月 ご飯

600 小松菜のごま酢あえ

16 金

レタスと肉団子のスープ

14 水 ご飯

豆腐と大根のみそ汁

　ミートスパゲティ

ご飯

枝豆

648

味付け肉団子

661 肉じゃが

15 木 なすの

13 火 コッペパン

秋鮭フライ
くらげと
きゅうりのあえもの

617
スライスチーズ

28 水 ご飯

北広島たっぷりカレー

大学いも

きゅうりの昆布あえ

645 パイン

634

684 ブロッコリーサラダ

30 水 わかめご飯

みそけんちん汁

きのこソースハンバーグ

油あげとキャベツのみそ汁

さばの生姜煮

643

巨峰 699 ミニトマト

ご飯

豚汁

たらスパイスあげ

茎わかめサラダ

納豆

27 火 横割りソフトフランスパン

ミネストローネ
マカロニのクリーム煮

ヒレカツ
照り焼きチキン

ハムと海藻のマリネ

29 木 あんかけうどん

しょう。しょう。

★太字になっている食品は北広島産です。

今月は人参、大根、ピーマン、レタス、かぼちゃを使用する予定です。

また、28日はじゃがいも、玉ねぎ（北広島近郊）も使用する予定です。

★米は全量北広島産を使用しています。

◎牛乳は毎日つきます。なお、献立は都合により変更することがありますのでご了承願います。

石狩管内教育研究会のため給食はありません

骨に注意

骨まで食べられます

今月の平均栄養価

たんぱく質：25.5ｇ 脂質：19.7% 塩分2.5ｇ

北広島や北広島近郊で採れた旬の野菜とお肉を使った「北広

島たっぷりカレー」が登場します。栄養満点でおいしい

カレーです。お楽しみに！

９月２８日の給食は

十五夜
メニュー

骨に注意


