
１２月
今年の冬至は１２月２１日です

冬至は二十四節気の一つで、冬の始まりに当たります。北半球では一年中で

一番昼が短い日で、翌日から「畳の目一つ分」ずつ日足が伸びていくそうです。

日本では冬至にゆず湯に入ったり、かぼちゃを食べたりする風習がありますね。「冬至にかぼちゃを

食べると風邪をひかない」などの言い伝えがあります。なぜ、「ゆず湯」や「かぼちゃ」なのかは、諸

説ありますが、かぼちゃには、風邪を予防するビタミンCやカロテンが豊富に含まれているため、寒さ

が本格的になる冬の始まりにかぼちゃを食べることは、理にかなった風習と言えます。

給食では、ひと足早く１９日（月）に蒸したかぼちゃと白玉もちに小豆あんをかけた「冬至かぼちゃ」

が登場します。かぼちゃを食べて、風邪に負けない丈夫な体で新年を迎えたいですね。

◆◇◆こんだてしょうかい◆◇◆ 鮭のハーブフライ
〈材 料〉 4個分 〈作り方〉

生鮭 ４０ｇ４切れ ①鮭は、塩・こしょう・おろしにんにく・白ワインで下味

塩・こしょう 少々 をつけ、Aを合わせてまぶし、溶き卵にくぐらせ、Bを

おろしにんにく 少々 合わせた衣をつける。（バジル・パセリは生を刻んでも

白ワイン 小さじ１ よいですが、乾燥のものを使うと手軽にできます。）

小麦粉 大さじ２ ②揚げ油を160℃くらいに熱し、①カラリと揚げて

粉チーズ 大さじ１ できあがり。

卵 １/３個

パセリ・バジル 少々 鮭のほかに、鱈や鶏肉で作っても

パン粉 大さじ５ おいしいです！

揚げ油

さつまいもグラッセ
〈材 料〉 4人分 〈作り方〉

さつま芋 ３２０ｇ ①さつま芋は皮をむいて乱切りにし、水にさらしておく。

バター 大さじ１と１/２ ②厚手の鍋にバターを熱し、①を入れ、表面の色が透き

砂糖 大さじ２ 通るまでよく炒める。

牛乳 ６０㏄ ③砂糖を加え、さらに炒める。

食塩 少々 ④牛乳・塩を入れ、焦がさないようにゆっくり煮る。

⑤中心まで柔らかくなったらできあがり。

札幌市学校給食栄養士会ホームページ http://www.s-eiyou.com/

A

おやつにいかがですか？

B

給食レシピも掲載しています。ぜひご覧ください。

ふきこぼれに注意！



＊牛乳は毎食200mlつきます。また、天候等の関係で、食材が変更になることがあります。

月 火 水 木 金
５ ６ ７ ８ ９

ご は ん 揚げパン（きなこ） ご は ん
しょうゆラーメン ごぼうピラフ マーボー豆腐 ポテトスープ 白 玉 汁
さつま芋グラッセ 白花豆コロッケ 揚げぎょうざ あさりのｽﾊﾟｹﾞﾃｨｻﾗﾀﾞ 豚肉の竜田揚げ

り ん ご 小松菜サラダ ナムル（ねぎだれ） 温州みかんゼリー 磯 あ え

◆ｿﾌﾄﾗｰﾒﾝ（小麦粉・塩・かん ◆胚芽精米・大麦・ﾊﾞﾀｰ・白ﾜｲ ◆白飯 ◆ソフトフランスパン（小麦粉・イースト・ ◆白飯
水）・豚肉・ﾒﾝﾏ・生姜・にんに ﾝ・ﾍﾞｰｺﾝ・ごぼう・玉ねぎ・人 ◆豆腐・豚肉・人参・長ねぎ・ 食塩・砂糖・ラード・麦芽エキス・上 ◆白玉もち・鶏肉・凍り豆腐・
く・ｻﾗﾀﾞ油・つと・もやし・玉 参・にんにく・ｺｰﾝ・ﾊﾟｾﾘ・ｻﾗ 干し椎茸・生姜・にんにく・ｻﾗ 新粉）・菜種油・きな粉・ｸﾞﾗﾆｭ 人参・ほうれん草・大根・ごぼ
ねぎ・長ねぎ・ほうれん草・茎 ﾀﾞ油・塩・醤油・黒ｺｼｮｳ ﾀﾞ油・赤みそ・醤油・きび砂糖 ｰ糖・塩 う・長ねぎ・干し椎茸・醤油・
わかめ・醤油・みりん・塩・黒 ◆白花豆・ﾏｯｼｭﾎﾟﾃﾄ・砂糖・ﾊﾞ ・酒・ごま油・ﾄｳﾊﾞﾝｼﾞｬﾝ・片 ◆ﾍﾞｰｺﾝ・じゃが芋・人参・玉 みりん・塩・だし汁（むろ鯵・
ｺｼｮｳ・ｽｰﾌﾟ（鶏ｶﾞﾗ・豚骨・昆 ﾀｰ・脱脂粉乳・食塩・パン粉・ 栗粉・水 ねぎ・ﾊﾟｾﾘ・醤油・塩・黒ｺｼｮｳ 昆布）
布・玉ねぎ・人参・水） 米粉・小麦粉・植物油脂・水 ◆豚肉・鶏肉・ｷｬﾍﾞﾂ・玉ねぎ ・白ﾜｲﾝ・ｽｰﾌ（゚鶏ｶﾞﾗ・玉ねぎ） ◆豚肉・醤油・酒・生姜・片栗
◆さつま芋・バター・きび砂糖 ◆ハム・小松菜・春雨・ひじき ・長ねぎ・大豆たん白・にら・ ◆あさり・生姜・酒・ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ 粉・小麦粉・菜種油
・牛乳・塩 ・醤油・きび砂糖・酢・ごま油 小麦粉・でん粉・砂糖・醤油・ ・きゅうり・人参・醤油・酢・ ◆小松菜・もやし・のり・醤油

・ﾏｽﾀｰﾄﾞ 塩・酒・植物油脂・香辛料・水 ｻﾗﾀﾞ油・きび砂糖・白みそ・ご
・菜種油 ま油・白ごま
◆ハム・ほうれん草・もやし・ ◆みかん果汁・砂糖・粉あめ・
人参・醤油・きび砂糖・酢・生 ｹﾞﾙ化剤・ﾋﾞﾀﾐﾝC・水
姜・にんにく・長ねぎ・ﾄｳﾊﾞﾝ
ｼﾞｬﾝ・ごま油・ごま

１２ １３ １４ １５ １６
黒コッペ

パスタシーフード わかめごはん カレーライス ポ ト フ 厚揚げ入り肉炒め丼
トマトソース みそけんちん汁 切り干し大根の 鮭のハーブフライ み そ 汁

ス ト ロ ー ポ テ ト サ ラ ダ かれい唐揚げ サラダ み か ん り ん ご

◆ｿﾌﾄﾊﾟｽﾀ（小麦粉・菜種油・ ◆胚芽精米・大麦・酒・炊き込 ◆白飯・豚肉・赤ﾜｲﾝ・じゃが ◆小麦粉・ｲｰｽﾄ・食塩・ﾏｰｶﾞﾘﾝ ◆白飯・豚肉・ﾒﾝﾏ・人参・塩
水）・えび・いか・あさり・白ﾜ みわかめ・白ごま 芋・玉ねぎ・ｾﾛﾘｰ・りんご・生 ・ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞ・砂糖・脱脂粉乳・ ・黒ｺｼｮｳ・ｻﾗﾀﾞ油・もやし・小
ｲﾝ・玉ねぎ・人参・ｾﾛﾘｰ・にん ◆鶏肉・豆腐・つきこんにゃく 姜・にんにく・ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ・ｻﾗﾀﾞ 全卵・黒砂糖 松菜・厚揚げ・小麦粉・片栗粉
にく・ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ・ﾊﾟｾﾘ・小麦粉 ・人参・大根・ごぼう・長ねぎ 油・小麦粉・ｻﾗﾀﾞ油・ｶﾚｰ粉・ｶ ◆ﾁｷﾝﾚﾊﾞｰｳｲﾝﾅｰ・ﾍﾞｰｺﾝ・ｷｬﾍﾞﾂ ・しょうゆ・みりん・玉ねぎ・
・ｶﾚｰ粉・ｹﾁｬｯﾌﾟ・ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ・ﾄ ・サラダ油・赤みそ・白みそ・ ﾚｰﾙｳ・ｳｽﾀｰｿｰｽ・中濃ｿｰｽ・ｹﾁｬｯ ・じゃが芋・人参・大根・さや りんご・ｳｽﾀｰｿｰｽ・きび砂糖・
ﾏﾄ・ｳｽﾀｰｿｰｽ・中濃ｿｰｽ・醤油・ 酒・だし汁（むろ鯵・昆布） ﾌﾟ・醤油・塩・ｵｰﾙｽﾊﾟｲｽ・ﾅﾂﾒ いんげん・塩・白ﾜｲﾝ・黒ｺｼｮｳ 生姜・にんにく・ﾄｳﾊﾞﾝｼﾞｬﾝ・
塩・黒ｺｼｮｳ・ｵﾚｶﾞﾉ・赤ﾜｲﾝ・鶏 ◆かれい・でん粉・菜種油・醤 ｸﾞ・鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ ・鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ 片栗粉・ごま油・水・白ごま
ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ 油・きび砂糖・みりん・酢・水 ◆切り干し大根・ﾂﾅ・人参・も ◆鮭・にんにく・白ﾜｲﾝ・塩・ ◆卵・玉ねぎ・白みそ・赤みそ
◆ﾊﾑ・ｷｬﾍﾞﾂ・きゅうり・ｺｰﾝ・ ※かれいは、内臓と魚卵を取り やし・きゅうり・白ごま・白み 黒ｺｼｮｳ・ﾊﾟｾﾘ・ﾊﾞｼﾞﾙ・小麦粉 ・だし汁（むろ鯵・昆布）
じゃが芋・菜種油・酢・きび砂 除いたものですが、まれに混入 そ・醤油・酢・きび砂糖・ごま ・卵・パン粉・粉ﾁｰｽﾞ・菜種油
糖・醤油・塩・黒ｺｼｮｳ・白ごま している場合があります。 油・ﾏｽﾀｰﾄﾞ

１９ ２０ ２１ ２２
肉うどん ほうれん草ピラフ かき揚げ丼（えび入り）

冬至かぼちゃ フライドチキン み そ 汁 終業式
みかん フルーツカクテル ごま和え

◆ｿﾌﾄめん（小麦粉・塩・水）・ ◆胚芽精米・大麦・ﾊﾞﾀｰ・白ﾜｲ ◆白飯・えび・あさり・桜えび
豚肉・油揚げ・人参・ほうれん ﾝ・水・ﾍﾞｰｺﾝ・人参・玉ねぎ・ ・玉ねぎ・人参・ごぼう・春菊
草・長ねぎ・干椎茸・たもぎ茸 にんにく・ｺｰﾝ・ｻﾗﾀﾞ油・塩・ ・ひじき・切り干し大根・小麦
・醤油・きび砂糖・酒・みりん 黒ｺｼｮｳ・ほうれん草・塩・醤油 粉・卵・水・菜種油・醤油・き
・酢・一味唐辛子・だし汁（む ◆鶏肉・塩・黒ｺｼｮｳ・ﾊﾟﾌﾟﾘｶ・ び砂糖・酒・みりん・片栗粉・
ろ鰺・昆布） ﾅﾂﾒｸﾞ・にんにく・牛乳・白ﾜｲﾝ だし汁（むろ鯵・昆布）
◆かぼちゃ・白玉もち・小豆あ ・小麦粉・片栗粉・菜種油 ◆豆腐・なめこ・長ねぎ・白み
ん ◆みかん缶・パイン缶・黄桃缶 そ・赤みそ・だし汁（むろ鯵・

・洋なし缶・夏みかん缶・りん 昆布）
ごジュース・上白糖・白ﾜｲﾝ・ ◆小松菜・白菜・白すりごま・
水 醤油・きび砂糖

※ししゃも・わかめ・しらす・あさりなどの海産物全般には、小さなかに、えびが混入している場合があります。

【お知らせ】12月に七飯産りんごを使用する予定でしたが、台風の被害を受けたため供給中止となりました。

給食に使用する食材は、「札幌市学校給食会」「北海道学校給食会」を通して共同購入しています。

物資選定の際には、規格基準をもうけ、細菌検査を行うなど、安全な食材の供給を行っています。

また、札幌市教育委員会では、平成23年12月から定期的に、学校給食食材の放射性物質検査を、

札幌市保健所では、モニタリング検査を実施しております。その他の産地情報等、詳しくは、札幌市

ホームページ http://www.city.sapporo.jp/kyoiku/top/kyushoku/（札幌市ホーム > 教育・文化・スポーツ >

学校・幼稚園・教育 > 教育についての取り組み・計画 >学校給食）および、（札幌市ホーム >健康・

福祉・子育て＞食の安全・食育）をご覧ください。

http://www.city.sapporo.jp/kyoiku/top/kyushoku/

