
エネルギーになる 体をつくる 体の調子を整える

春雨 鶏肉 白菜　人参　長ねぎ
干しいたけ

春雨　小麦粉 豚肉　ひじき キャベツ　玉ねぎ
でん粉　砂糖 人参　長ねぎ　生姜
油　ごま油
ごま油　でん粉 牛肉 にんにく　筍　
てんさい糖 ピーマン  玉ねぎ

ｋｃａｌ

ソフトフランス
パン
小麦粉　バター 牛乳　チーズ コーン　玉ねぎ
油 生クリーム 人参　パセリ

パン粉　砂糖 鶏肉　卵 玉ねぎ　生姜
水あめ
てんさい糖　油 かつお節 大根　きゅうり
ごま キャベツ　人参

チーズ
ｋｃａｌ

じゃがいも 豆腐　油揚げ 玉ねぎ　こんにゃく
白玉もち みそ 長ねぎ　人参　ごぼう

生姜
油　てんさい糖 豚肉　納豆 玉ねぎ　人参　

ピーマン

てんさい糖 大根　きゅうり
ごま油　ごま 人参　

ｋｃａｌ

ラーメン

油 焼豚 生姜　白菜　有機人参
茎わかめ もやし　玉ねぎ　長ねぎ

エリンギ　にんにく
有機じゃがいも パセリ
油

砂糖 りんご果汁　もも果汁
パイン缶　みかん缶

ｋｃａｌ 黄桃缶
ご飯

油揚げ　みそ 大根　人参　長ねぎ

砂糖　油 さば
かつお節

じゃがいも 豚肉 人参　さやいんげん

油　てんさい糖 玉ねぎ　こんにゃく

エネルギーになる 体をつくる 体の調子を整える ｋｃａｌ

油　米粉　砂糖 豚肉　豆腐 玉ねぎ　人参 油　じゃがいも 牛肉　牛乳 生姜　にんにく
エリンギ　小松菜 小麦粉 チーズ 玉ねぎ　人参　枝豆
生姜　にんにく トマト　りんご

小麦粉　でん粉 たらすり身　帆立 玉ねぎ　キャベツ ごま　ごま油 きゅうり　もやし
パン粉　砂糖 豆腐　かに　卵 てんさい糖 人参
油 あおさ　かつお節
てんさい糖 昆布 きゅうり　人参 みかん

ｋｃａｌ ｋｃａｌ

油　じゃがいも 豚肉 生姜　にんにく　人参 春雨　でん粉 鶏肉　豚肉 玉ねぎ　キャベツ
小麦粉　砂糖 玉ねぎ　さやいんげん 油　ごま油 人参　干しいたけ

しめじ　トマト 水あめ
ごま　油 まぐろ きゅうり　キャベツ パン粉　小麦粉 いか
てんさい糖 茎わかめ 人参　玉ねぎ 油

みかん ごま ごぼう　人参
卵抜きマヨネーズ きゅうり　コーン
てんさい糖

砂糖　ココア 砂糖 いちご
ｋｃａｌ ｋｃａｌ

ご飯 ご飯

じゃがいも 油揚げ　みそ キャベツ　玉ねぎ さつまいも 鶏肉　みそ 生姜　人参　玉ねぎ
人参 油揚げ こんにゃく　長ねぎ

砂糖　米粉 さんま にんにく　生姜 砂糖　米粉 さんま 大根　玉ねぎ

てんさい糖 鶏肉　高野豆腐 大根　人参　生姜 てんさい糖 白菜　小松菜　もやし
油 さやいんげん ごま 人参

ｋｃａｌ ｋｃａｌ

うどん スパゲティ

てんさい糖 鶏肉　油揚げ 人参　干しいたけ オリーブ油 豚肉　大豆 生姜　にんにく
つと(かまぼこ) 小松菜　長ねぎ 小麦粉　バター チーズ 玉ねぎ　人参　

てんさい糖 ピーマン　トマト
小麦粉　油 玉ねぎ　ごぼう でん粉　米粉 鶏肉 にんにく　

人参　春菊 油
きび粉　油 お魚ソーセージ きゅうり　コーン

ごま　ごま油 ハム ブロッコリー てんさい糖
てんさい糖 玉ねぎ　きゅうり 砂糖　米粉 豆乳 いちご果汁

ｋｃａｌ ｋｃａｌ 水あめ　油
ご飯 ご飯 わかめ

豆腐　鶏肉 大根　人参 じゃがいも 豚肉　みそ かぼちゃ　大根
こんにゃく　 でん粉　砂糖 こんにゃく　人参
長ねぎ　ごぼう 長ねぎ　ごぼう

パン粉　小麦粉 豚肉　みそ にんにく 砂糖　ごま油 鶏肉　豆腐 玉ねぎ　ごぼう
油　てんさい糖 ごま 人参　生姜
ごま油　ごま
てんさい糖 まぐろ 切干大根　きゅうり 油　てんさい糖 まぐろ ほうれん草　コーン
ごま　油 もやし　人参 人参　玉ねぎ

ｋｃａｌ ｋｃａｌ

麦ご飯

 献　立　名 主な食品

（野菜かき揚げ） 手作りフライドチキン

みそカツ 和風ハンバーグ

604 切干大根のサラダ 627 ほうれん草と
　　ツナのサラダ

6 金 20 金 わかめご飯

かぼちゃだんご汁

ご飯

けんちん汁

星のサラダ
686 ブロッコリーの

　　　ごま酢あえ
813

クリスマスケーキ

5 木 かき揚うどん 19 木 スパゲティミート
　　　　　ソース

野菜のみそ汁 さつま汁

さんまの生姜煮 さんまのみぞれ煮

603 大根のそぼろ煮 654 ごまあえ

コッペパン

652 611

3 火 17 火バターパン バターパン

ポークブラウン
            シチュー
茎わかめサラダ

みかん

ミルメーク

イカフライ

ごぼうサラダ

いちごジャム

4 水 ご飯 18 水 ご飯

月

カレー豆腐

しゅうまいの変わり揚げ

2 月 ご飯 ご飯 16

655 きゅうりのピリ辛
　　　　昆布あえ

738

麦ご飯

ビーフカレー

ナムル

みかん

コッペパン
キャベツと肉団子の
　　　　　　スープ

642

スパイシーポテト

635 フルーツゼリー

13 金

田舎汁

炒め納豆

610 大根の即席漬け

12 木 野菜塩ラーメン

ご飯

油揚げと大根のみそ汁

さばの照り煮

肉じゃが

656

11 水 ご飯
ご飯

春雨スープ

野菜春巻き

645 チンジャオロースー

10 火 ソフトフランスパン

コーンポタージュ

照り焼きハンバーグ

おかかサラダ

スライスチーズ

北広島市学校給食センター

 献　立　名 主な食品

9 月 ご飯 ご飯

北広島市は寒地稲作発祥の地です。北海道での米作りはできないとい

われていた頃（今からおよそ１５０年前）、中山久蔵さんが米づくりにチャレ

ンジしたのがここ北広島市でした。明治4年、『赤毛種』という寒さに強い稲

の試作を始めました。田んぼの水温を一定に保つために朝も夜も風呂の

湯を運び続け、たくさんの苦労と失敗を重ね、明治

６年秋に初めて米を収穫することができたそうです。

島松駅逓所へ行くと、その水田跡を見ることがで

きます。

給食では６日(金)に北広島の歴史を学習している

４年生のみなさんに『赤毛米』を提供します。

北海道寒地稲作発祥の地

中山 久蔵

骨まで食べられます

骨まで食べられます

◎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。

★1２日(木)に使用する有機じゃがいもと有機人参は北広島産です。

令和元年 12月

北広島市学校給食センター

℡ ３７３－２４８７

骨まで食べられます

★米は全量北広島産を使用しています。

★食品名が太字になっているものは北広島産です。

冬休みは行事が多く、食べ

過ぎや栄養が偏りがちです。

野菜を意識して食事に取り入れ、腹八分目を心掛けま

しょう。早寝・早起き・朝ごはんと適度な運動で体調を

整え、楽しい冬休みにしましょう。

4年生赤毛米


