
 

  

平成 30年(2018 年)11月 2 日 

札幌市立光陽中学校 

いただきます 

 私たちは他の生き物の命をいただき、自分の命を養っています。食べ物を粗末にすることは、他の命

を粗末にすることになります。いつもの感謝の気持ちをこめて食事の前に「いただきます」と挨拶をし

ます。 

 

 11 月 23 日「勤労感謝の日」です。私たちが毎日食べている給食をはじめとした食事は、農家の人、漁業に携

わる人、畜産に携わる人、食材を運んできてくれる運送業の人、食事を作ってくれる人などたくさんの人の手が

関わっています。この機会に改めて、毎日おいしい食事が食べられていることに感謝しましょう。 

ごちそうさま 

 昔は、スーパーなどはないので、お客さんの食事の用意をするためには、あちこちを走り回って、食

べ物を集めていました。そして、昔の人はこのように走り回ることを、「馳走（ちそう）」と言ってい

ました。 

 

 走ること 馳走 

ちそう 

+ 

ありがとうの気持ち ＝
 

ごちそうさま 

「いただきます」と「ごちどうさま」の意味を知っていますか？ 

 

 秋が深まり、新米が出回り始める時期になりました。長い間日本人の健康を支えてきたお米には、様々なパワー

があります。給食では、11 月中旬頃から新米になる予定です。この時期に改めてお米の良さについて知ってほし

いと思います。 

お米には、エネルギー源になる炭水化物だ

けでなく、体をつくるたんぱく質、お腹の

掃除をする食物繊維、疲れをとるビタミン

など色々な栄養が含まれています。 

ごはんは、和食・洋食・中華など色々なお

かずに合うので、食卓が豊かになります。 

ごはんは麺やパンと違い、粒のま

ま食べるので、ゆっくり消化され

ます。そのため、腹持ちが良く、

便秘解消にも効果的です。 



 

 

 

月 火 水 木 金 

5 日  

五目うどん 

大学芋 

柿 

6 日 

☆ほうれん草ピラフ 

☆チキンカツ 

 (中濃ソース付き) 

フルーツミックス 

 

7 日  

ごはん 

さつま汁 

さんまの煮付け 

磯和え 

8 日 

☆コッペパン 

☆白菜と肉ボールの 

    クリーム煮    

十勝大豆コロッケ 

りんご 

9 日  

シーフードカレー 

小松菜とベーコンの 

      サラダ 

鶏肉、酒、油あげ、人参、ほうれん
草、ごぼう、長ねぎ、干しいたけ、
たもぎたけ、醤油、きび砂糖、本み
りん、穀物酢、唐辛子△むろあじ、
宗田、昆布△/さつまいも、油(なた
ね)、水あめ、黒砂糖、醤油、穀物酢、
黒ごま/柿 

胚芽精米、大麦、バター、食塩、白
ワイン、ベーコン、人参、玉ねぎ、
にんにく、ホールコーン、油(サラ
ダ)、黒コショウ、ほうれん草、醤油
/鶏肉、白ワイン、食塩、黒コショ
ウ、小麦粉、全卵、パン粉、油(なた
ね)、中濃ソース/みかん缶、パイン
缶、黄桃缶、なし缶、なつみかん缶 

豚肉、酒、豆腐、板こんにゃく、人
参、大根、ごぼう、長ねぎ、生姜、
油(サラダ)、赤みそ、白みそ、唐辛
子△むろあじ、昆布△/さんま、生
姜、酒、醤油、きび砂糖、本みりん、
穀物酢/小松菜、もやし、切りのり、
醤油 

豚ひき肉、すりみ、焼き豆腐、玉ね
ぎ、食塩、黒コショウ、片栗粉、白
菜、人参、マッシュルーム、パセリ、
小麦粉、バター、油(サラダ)、チー
ズ、スキムミルク、牛乳、豆乳、白
コショウ、油(サラダ)、白ワイン、
鶏がらスープ/♢じゃがいも、大豆、
玉ねぎ、乾燥マッシュポテト、パン
粉、小麦粉、植物油脂、でん粉、砂
糖、食塩、香辛料、水♢油(なたね)/
りんご 

むきえび、白ワイン、たんざくいか、
ほたて、あさり、人参、玉ねぎ、セ
ロリー、りんご、生姜、にんにく、
油(サラダ)、小麦粉、カレー粉、カ
レールウ、ウスターソース、ケチャ
ップ、醤油、赤ワイン、食塩、シナ
モン、オールスパイス、鶏がらスー
プ/ベーコン、小松菜、もやし、醤
油、穀物酢、油(サラダ)、きび砂糖、
黒コショウ、白ごま 

12 日 

カレーラーメン 

青のりポテト 

みかん 

 

13 日 

鶏ごぼうごはん 

みそ汁 

サケフライ 

 （中濃ソース付き） 

14 日 早出し給食 

ごはん 

三平汁 

豚肉のごま揚げ 

からし和え 

2年給食なし(職場体験) 

15 日 

☆レーズンパン 

☆あさりのチャウダー 

☆オニオンチップサラダ 

☆プロセスチーズ 

柿 

16 日 

☆みそかつ丼 

すまし汁 

☆小松菜サラダ 

豚肉、酒、生姜、にんにく、油(サラ
ダ)、メンマ、もやし、白菜、人参、
玉ねぎ、ほうれん草、長ねぎ、カッ
トわかめ、小麦粉、油(サラダ)、カ
レー粉、カレールウ、醤油、ウスタ
ーソース、白みそ、食塩、黒コショ
ウ、トマトピューレ、りんご△鳥が
ら、豚骨、煮干し、昆布、玉ねぎ、
人参△/じゃがいも、油(なたね)、食
塩、黒コショウ、青のり/みかん 

胚芽精米、大麦、醤油、食塩、酒、
鶏ひき肉、焼き豆腐、生姜、酒、醤
油、白みそ、黒砂糖、ごぼう、人参、
油揚げ、赤みそ、きび砂糖、本みり
ん、油(サラダ)、白ごま/厚揚げ、小
松菜、白みそ、赤みそ△むろあじ、
昆布△/♢しろ鮭、パン粉、小麦粉、
水♢油(なたね)、中濃ソース 

鮭ダイス、食塩、酒、豆腐、じゃが
いも、人参、大根、板こんにゃく、
長ねぎ、醤油△むろあじ、昆布△唐
辛子/豚肉、醤油、酒、生姜、にんに
く、小麦粉、片栗粉、白ごま、油(な
たね)/焼きちくわ、小松菜、キャベ
ツ、醤油、きび砂糖、からし 

あさり、白ワイン、ベーコン、じゃ
がいも、玉ねぎ、人参、パセリ、小
麦粉、バター、油(サラダ)、牛乳、
豆乳、スキムミルク、チーズ、白ワ
イン、食塩、白コショウ、鶏がらス
ープ/ハム、キャベツ、きゅうり、
ホールコーン、玉ねぎ、片栗粉、食
塩、油(なたね)、穀物酢、きび砂糖、
醤油、黒コショウ、白ごま/プロセ
スチーズ/柿 

豚肉、酒、食塩、黒コショウ、小麦
粉、全卵、パン粉、油(なたね)、赤
みそ、きび砂糖、醤油、本みりん、
ごま油、白ごま/豆腐、塩わかめ、
干しいたけ、長ねぎ、醤油、酒、食
塩△宗田、むろあじ、昆布△/ハム、
春雨、ひじき、醤油、きび砂糖、小
松菜、穀物酢、ごま油、からし 

19 日 

パスタミートソース 

厚揚げサラダ 

☆ヨーグルト 

20 日 

たきこみいなり 

☆ちくわチーズつめ揚げ 

しょうが和え 

21 日 

ごはん 

豆腐の中華煮(えび) 

ししゃもの南蛮漬け 

みかん 

22 日 

☆角食 

麦入り野菜スープ 

☆さわらのごまフライ 

☆チョコクリーム 

23 日 

 

勤労感謝の日 

 

豚ひき肉、大豆水煮、玉ねぎ、人参、
マッシュルーム、セロリー、にんに
く、生姜、油(サラダ)、パセリ、小
麦粉、カレー粉、ケチャップ、トマ
トピューレ、トマト缶詰、デミグラ
スソース、ウスターソース、中濃ソ
ース、醤油、食塩、黒コショウ、赤
ワイン、オールスパイス、ナツメグ、
鶏がらスープ/厚揚げ、生姜、醤油、
酒、片栗粉、小麦粉、油(なたね)、
キャベツ、きゅうり、人参、きび砂
糖、穀物酢、黒コショウ、ごま油、
白ごま/ヨーグルト 

胚芽精米、大麦、上白糖、穀物酢、
食塩、酒△昆布△油揚げ、人参、干
しいたけ、ひじき、醤油、きび砂糖、
本みりん、白ごま、あまのり/白ち
くわ、チーズ、小麦粉、油(なたね)/
小松菜、白菜、生姜、醤油、本みり
ん 

豆腐、豚肉、酒、むきえび、人参、
玉ねぎ、たけのこ、たもぎたけ、干
しいたけ、生姜、にんにく、油(サラ
ダ)、醤油、きび砂糖、食塩、ごま油、
片栗粉/カラフトししゃも(子
持ち)、酒、片栗粉、小麦粉、油(な
たね)、玉ねぎ、人参、ピーマン、醤
油、穀物酢、きび砂糖、豆板醤/み
かん 

ベーコン、人参、玉ねぎ、キャベツ、
パセリ、セロリー、大麦、醤油、食
塩、白コショウ、白ワイン、鶏がら
スープ△鳥がら、玉ねぎ△/さわら、
食塩、黒コショウ、酒、小麦粉、全
卵、パン粉、白ごま、油(なたね)/豆
乳、チョコレート、ピュアココア、
きび砂糖、コーンスターチ 

26 日 

☆たぬきうどん(えび) 

☆チーズポテト 

りんご 

27 日 

☆チキンウインナーライス 

☆南瓜コロッケ 

和風サラダ(しらす) 

28 日 

ごはん 

マーボー豆腐 

☆イカバーグ 

おひたし 

 

29 日  

☆背割コッペ 

☆キャロットポタージュ 

焼フランク 

☆ほうれん草と 

    コーンのサラダ 

30 日 

豚ミックス丼 

みそ汁 

みかん 

あさり、さくらえび素干し、かたく
ちいわし煮干し、人参、春菊、ごぼ
う、切り干し大根、ひじき、小麦粉、
全卵、油(なたね)、鶏肉、酒、ほう
れん草、長ねぎ、たもぎたけ、干し
いたけ、醤油、きび砂糖、本みりん、
穀物酢、唐辛子△むろあじ、宗田、
昆布△/じゃがいも、きび砂糖、バ
ター、チーズ、牛乳、スキムミルク
/りんご 

胚芽精米、大麦、バター、トマト缶
詰、白ワイン、食塩、玉ねぎ、人参、
マッシュルーム、♢鶏肉、ラード、
豚レバー、ひじき、粉末水あめ、牛
乳、食塩、たん白加水分解、香辛料、
酵母エキス、ポークエキス♢油(サ
ラダ)、ケチャップ、食塩、黒コショ
ウ/油(なたね)/大根、きゅうり、人
参、しらす干し、酒、醤油、穀物酢、
油(サラダ)、きび砂糖、食塩、ごま
油、黒コショウ、白ごま 

豆腐、豚ひき肉、生姜、にんにく、
油(サラダ)、人参、長ねぎ、干しい
たけ、赤みそ、醤油、黒砂糖、きび
砂糖、オイスターソース、酒、ごま
油、豆板醤、唐辛子、片栗粉/♢い
か、すけそうだら(すり身)、玉ねぎ、
片栗粉、卵白、食塩、動物たん白加
水分解、水♢油(なたね)、醤油、き
び砂糖、本みりん、片栗粉/小松菜、
もやし、糸かつお、醤油 

ベーコン、玉ねぎ、人参、じゃがい
も、パセリ、小麦粉、バター、油(サ
ラダ)、チーズ、スキムミルク、牛乳、
豆乳、食塩、白コショウ、白ワイン、
鶏がらスープ/♢豚肉、食塩、ラー
ド、たん白加水分解物、酵母エキス、
砂糖、粉末水あめ、香辛料、貝カル
シウム♢ケチャップ、中濃ソース、
赤ワイン、きび砂糖、からし/ハム、
ほうれん草、ホールコーン、白ごま、
油(サラダ)、きび砂糖、穀物酢、醤
油、黒コショウ 

豚肉、酒、醤油、生姜、片栗粉、小
麦粉、油(なたね)、厚揚げ、玉ねぎ、
たけのこ、人参、ピーマン、油(サラ
ダ)、醤油、きび砂糖、本みりん、白
ごま/大根、人参、ごぼう、白みそ、
赤みそ△むろあじ、昆布△/みかん 

＊牛乳(200ml)は毎日付きます。 

＊卵・乳製品を使用しているものには☆が付いています。 

＊♢は加工食品の原材料です。 

＊△でだし・スープをとります。 

 

＊海産物(ししゃも・しらす等小魚・わかめ)には小さなえび・かに・貝殻が混入している場合があります。 

＊果物は予定を載せています。市場の状況により変更する場合があります。御了承ください。 

 

5日(月)から各クラスランチ

ルーム給食が始まります！ 


