
大豆からいろいろ

2月2日は「節分」です。大豆を煎った福豆をまいて鬼（病気や
災難を引き起こすもの）を払い、福豆を食べて、1年の健康や無
事を願います。
家の戸口に飾るヒイラギイワシ（ヤイカガシ）は、ヒイラギの

枝に、焼いたイワシの頭を刺したもので、ヒイラギのトゲとイワ
シのにおいで、鬼を追い払います。

豆腐

豆乳ににがりを入れて固

めたもの。作り方の違いに

より「木綿豆腐」「絹ごし

豆腐」などがある。

油揚げ

豆腐を薄く切って水気を

切り、油で2度揚げたもの。

形は長方形、正方形、三角

形などがある。

生揚げ

豆腐を厚めに切って水気

を切り、油で揚げたもの。

「厚揚げ」ともいう。煮物

によく使われる。
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凍り豆腐

豆腐を凍らせた後、脱水

して乾燥させたもの。「高

野豆腐」「しみ豆腐」とも

いう。

焼き豆腐

豆腐の水気を切ったあと、

表面を軽く焼いて、焼き目

を付けたもの。すきやきや

田楽に使われる。

がんもどき

水気を切った豆腐に、野

菜やごま、昆布、山芋など

を入れて練り、丸形に整え、

油で揚げたもの。

いり大豆

大豆を煎ったもの。その

まま食べたり、料理に使わ

れる。節分の豆まきに使わ

れる。

きな粉

煎った大豆を粉砕し、粉

にしたもの。黄色のきな粉

は「黄大豆」から。黄緑色

のきな粉は「青大豆」から

作られる。

おから

大豆を水に浸けて粉砕し、

加熱したものを搾ってでき

た搾りかす。「うのはな」

「きらす」ともいう。

納豆

蒸し煮した大豆に、納豆

菌をつけて発酵させたもの。

発酵により、特有の粘りと

風味が生じる。

湯葉（ゆば）

豆乳を加熱して表面にで

きた薄い皮膜を、すくい上

げて製品にしたもの。生の

ままの「生湯葉」と、乾燥

させた「干し湯葉」がある。

豆乳

大豆を水に浸けて粉砕し、

加熱したものを搾ってでき

た乳白色の液体。「豆乳」

「調整豆乳」「豆乳飲料」

に分けられる。

みそ

蒸し煮した大豆に、麹菌

と塩を加え、発酵、熟成さ

せたもの。使う麹の種類に

よって｢米みそ｣｢麦みそ｣｢豆

みそ｣に分けられる。

しょうゆ

大豆または脱脂加工大豆

に、麹菌と塩などを加え、

発酵、熟成させ、圧搾して

抽出した液体。

大豆油

大豆を圧搾して油脂を抽

出し、精製して作った油。

世界中で生産量が多い。

大豆から、いろいろな食品が作られています。

食べるものや、調味料として使われるものなど、

いろいろあります。
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油揚げ　みそ 大根　人参　長ねぎ
油　じゃがいも 豚肉　牛乳 生姜　にんにく
小麦粉 チーズ 玉ねぎ　人参　枝豆

水あめ　でん粉 いわし 梅 トマト　りんご
砂糖 かつお節 パン粉　でん粉 えび
じゃがいも 豚肉 人参　玉ねぎ 小麦粉　油
油　てんさい糖 こんにゃく

さやいんげん てんさい糖 ハム　わかめ 大根　きゅうり　
砂糖　黒糖 大豆 油　ごま 人参

ｋｃａｌ 小麦粉　でん粉 ｋｃａｌ

ソフトフランス
パン
オリーブ油 ベーコン 人参　玉ねぎ
じゃがいも キャベツ　パセリ 小麦粉 豚肉 玉ねぎ　キャベツ

トマト　にんにく パン粉 コーン　人参
小麦粉　パン粉 豚肉
油 てんさい糖 豚肉 トマト
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 油　てんさい糖 まぐろ　わかめ きゅうり　大根

チーズ ごま 人参
ｋｃａｌ ｋｃａｌ

ご飯

パン粉　油 たらすり身 玉ねぎ　人参　ふき じゃがいも 鶏肉 人参　長ねぎ　ごぼう
てんさい糖 がんもどき ほうれん草　筍 でん粉

うずら卵 大根　こんにゃく
パン粉　油 鶏肉 小麦粉　でん粉 豚肉　 玉ねぎ　長ねぎ
ごま　砂糖 砂糖　油 たらすり身 生姜

ごま油　ごま
ごま　ごま油 かつお節 キャベツ　小松菜 ごま油　 中華くらげ きゅうり　人参
てんさい糖 昆布 きゅうり　人参 てんさい糖

ｋｃａｌ ｋｃａｌ

冷や麦 うどん

てんさい糖 鶏肉　油揚げ 人参　干しいたけ でん粉 豚肉 小松菜　大根　白菜
つと(かまぼこ) 長ねぎ てんさい糖 油揚げ 人参　ごぼう　長ねぎ

干しいたけ
じゃがいも　油 かぼちゃ 小麦粉　パン粉 かまぼこ
でん粉　砂糖 油
ごま　水あめ

のり 小松菜　人参 砂糖 ラフランス缶
もやし ラフランス果汁

ｋｃａｌ ｋｃａｌ

ご飯 ご飯

油　てんさい糖 豆腐　豚肉 人参　玉ねぎ　筍 豆腐　鶏肉 大根　人参　長ねぎ
ごま油　でん粉 小松菜　生姜　 みそ ごぼう

にんにく
春雨　ごま油 ハム キャベツ　もやし 米粉　砂糖 さんま にんにく　生姜
てんさい糖 人参　きゅうり

オレンジ 油　てんさい糖 ひじき こんにゃく　人参
豚肉　大豆

ｋｃａｌ ｋｃａｌ

豆腐　油揚げ なめこ　長ねぎ
みそ 人参

米粉　でん粉 鶏肉
油　てんさい糖
ごま いわし 白菜　小松菜
てんさい糖 かつお節 もやし

昆布
タルタルソース 卵使用

ｋｃａｌ

マカロニ　油 鶏肉　牛乳 玉ねぎ　人参　コーン
小麦粉　バター チーズ パセリ

生クリーム
てんさい糖　油 まぐろ ブロッコリー　人参

玉ねぎ　きゅうり

パイン缶

ｋｃａｌ

ご飯 ご飯

油揚げ　みそ 大根　えのき茸
じゃがいも 油揚げ 人参　長ねぎ 人参　長ねぎ

わかめ　みそ
小麦粉　パン粉 鮭

さば　みそ 油
油　てんさい糖 ひじき ごぼう　人参

小麦粉　砂糖 ごま　ごま油 ピーマン
油　てんさい糖 鶏肉 れんこん　こんにゃく こんにゃく

人参　筍　干しいたけ 納豆
ｋｃａｌ さやいんげん　ごぼう ｋｃａｌ

スパゲティ ラーメン

小麦粉　バター 豚肉　大豆 生姜　にんにく 焼き豚　わかめ 人参　もやし　エリンギ
てんさい糖 チーズ ピーマン　トマト 小松菜　玉ねぎ　長ねぎ
オリーブ油 玉ねぎ　人参 白菜　生姜　にんにく
じゃがいも ごま油　でん粉 ひじき　豚肉 筍　人参
上新粉　油 砂糖　小麦粉

油
クリームチーズ パイン缶　みかん缶 ごま　ごま油 ほうれん草　大根

りんご缶 てんさい糖　 人参
ｋｃａｌ ｋｃａｌ

ご飯 麦ご飯

じゃがいも 豚肉　豆腐 こんにゃく　人参 バター　砂糖 牛肉 生姜　にんにく
みそ 大根　玉ねぎ　長ねぎ じゃがいも 玉ねぎ　人参　枝豆

ごぼう 小麦粉 トマト　
ごま油 鶏肉 玉ねぎ　生姜 油　てんさい糖 ハム　海藻 キャベツ　きゅうり

にんにく 玉ねぎ　レモン果汁

てんさい糖 ハム 切干大根　小松菜 ミニトマト
油 人参

ｋｃａｌ ｋｃａｌ

豚汁

たれつき肉団子

619 切干大根のサラダ

しょうゆラーメン

ミニハッシュポテト ひじき入り春巻き

781 フルーツの
クリームチーズあえ

617 大根のナムル

688 ミニトマト

28 金 麦ご飯

ハヤシライス

ハムと海藻のマリネ

13 木 27 木

14 金 ご飯

えのき茸のみそ汁じゃがいもと
　油揚げのみそ汁 鮭フライ

さばのみそ煮 五目きんぴら
667 筑前煮 660

納豆

スパゲティ
　ミートソ－ス

628 パイン

12 水 ご飯 26 水 ご飯

黒糖角食

マカロニのクリーム煮

ブロッコリーと
　　ツナのサラダ

11 火 25 火 黒糖角食

630

ご飯わかめご飯

なめこ汁

チキン南蛮

おひたし

タルタルソース(個袋)

わかめ

599 清見オレンジ 630

10 月

ひじきの炒め煮

豆腐の中華煮

バンサンスウ

7 金 ご飯 21 金 ご飯

みそけんちん汁

さんまの煮付け

ごまだれかぼちゃもち かまぼこフライ

621 小松菜の磯香あえ 685 ラフランスゼリー

594 キャベツと昆布の
　　　　あえもの

602 きゅうりのごま酢あえ

6 木 にゅうめん 20 木 あんかけうどん

水 ご飯
ご飯

おでん いももちスープ

若鶏のごま照り焼き 粗挽き肉しゅうまい

613 710 和風サラダ

5 水 ご飯 19

スライスチーズ

メロンパン
メロンパン

ラビオリスープ

ウインナー
　ケチャップソ－スごぼうサラダ

695 754 大根サラダ

4 火 18 火

肉じゃが

節分豆

ソフトフランスパン

ミネストローネ

ヒレカツ

月 麦ご飯 麦ご飯

カレーライス

えびフライ

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

3 月 ご飯 17ご飯
油揚げと大根のみそ汁

いわしの梅煮

◎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。

骨まで食べられます

★食品名が太字になっているものは北広島産です。

★米は全量北広島産を使用しています。

建国記念の日

骨まで食べられます


