
２月

●毎日朝食を摂ることで生

活リズムが整います。

●朝食を毎日食べる食習慣

は、健康な体を作り、将

来、自分の夢や希望を叶

えるためにとても大切で

す。

●食育推進計画では、毎日
朝食を摂る子どもの割合

札幌市学校給食栄養士会2016年6月実施 5年生対象『健康と食生活に関するアンケート調査』結果より 100％を目指しています。

＊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
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しょうゆラーメン シーフードカレーピラフ ご は ん 角 食 鶏ミックス丼
大 学 芋 白花豆コロッケ つみれ汁 麦入り野菜スープ み そ 汁
り ん ご フルーツサワー 変わり焼肉 お好み揚げ いよかん

磯 和 え チョコクリーム

◆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 ◆小麦粉・ｲｰｽﾄ・食塩・ﾏｰｶﾞﾘﾝ ◆白飯・鶏肉・生姜・厚揚げ・
水）・豚肉・ﾒﾝﾏ・生姜・にんに ﾝ・水・ﾍﾞｰｺﾝ・えび・あさり・ ◆すりみ・焼き豆腐・生姜・酒 ・ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞ・砂糖・脱脂粉乳・ 小麦粉・片栗粉・菜種油・人参
く・ｻﾗﾀﾞ油・つと・もやし・玉 人参・玉ねぎ・ﾏｯｼｭﾙｰﾑ・ﾊﾟｾﾘ ・赤みそ・片栗粉・大根・人参 全卵◆ﾍﾞｰｺﾝ・人参・玉ねぎ・ｷ ・玉ねぎ・たけのこ・干し椎茸
ねぎ・人参・長ねぎ・ほうれん ・ｻﾗﾀﾞ油・ｶﾚｰ粉・塩 ・長ねぎ・醤油・酒・だし汁 ｬﾍﾞﾂ・ｾﾛﾘｰ・ﾊﾟｾﾘ・大麦・醤油 ・ﾋﾟｰﾏﾝ・ｻﾗﾀﾞ油・白ごま・醤
草・茎わかめ・醤油・みりん・ ◆白花豆・ﾏｯｼｭﾎﾟﾃﾄ・砂糖・ﾊﾞ （むろ鯵・昆布） ・塩・白ｺｼｮｳ・白ﾜｲﾝ・鶏がらｽ 油・きび砂糖・酒・みりん・水
塩・黒ｺｼｮｳ・ｽｰﾌﾟ（鶏ｶﾞﾗ・豚 ﾀｰ・脱脂粉乳・食塩・パン粉・ ◆豚肉・塩・黒ｺｼｮｳ・酒・小麦 ｰﾌﾟ◆あさり・えび・いか・ﾍﾞｰ ◆ｷｬﾍﾞﾂ・油揚げ・白みそ・赤
骨・昆布・玉ねぎ・人参・水） 米粉・小麦粉・植物油脂・水 粉・片栗粉・菜種油・生姜・に ｺﾝ・ｷｬﾍﾞﾂ・切り干し大根・ｺｰﾝ みそ・だし汁（むろ鯵・昆布）
◆さつま芋・菜種油・水あめ・ ◆みかん缶・ﾊﾟｲﾝ缶・黄桃缶・ んにく・玉ねぎ・醤油・ｳｽﾀｰｿｰ ・ひじき・小麦粉・卵・きび砂
黒砂糖・醤油・酢・水・黒ごま なし缶・なつみかん缶・ﾖｰｸﾞﾙﾄ ｽ・きび砂糖・水 糖・ﾍﾞｰｷﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ・菜種油・ｹ

・上白糖・水 ◆ほうれん草・白菜・のり・醤 ﾁｬｯﾌﾟ・中濃ｿｰｽ・きび砂糖・水
油 ・赤ﾜｲﾝ・糸かつお・青のり

◆豆乳・ﾁｮｺﾚｰﾄ・ﾋﾟｭｱｺｺｱ・き
び砂糖・ｺｰﾝｽﾀｰﾁ

１３ １４ １５ １６ １７
ご は ん よこわりパン ご は ん

カレーうどん ヘルシーライス みそおでん コーンポタージュ マーボー豆腐
フレンチポテト とんかつ ひじき入りぎょうざ 釧路産たらフライ ししゃものから揚げ

り ん ご もやしのごまサラダ のりとあさりの佃煮 切干大根のサラダ ナ ム ル

◆ｿﾌﾄめん（小麦粉・塩・水）・ ◆胚芽精米・大麦・焼き豆腐・ ◆白飯 ◆小麦粉・ｲｰｽﾄ・食塩・ﾏｰｶﾞﾘﾝ ◆白飯
鶏肉・酒・油揚げ・人参・玉ね ツナ・人参・ごぼう・干し椎茸 ◆焼きちくわ・ひじき入りがん ・ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞ・砂糖・脱脂粉乳・ ◆豆腐・豚肉・生姜・にんにく
ぎ・ごぼう・干し椎茸・ほうれ ・ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ・ｻﾗﾀﾞ油・醤油・き も・うずら卵・こんにゃく・人 全卵 ・ｻﾗﾀﾞ油・人参・長ねぎ・干し
ん草・たもぎ茸・長ねぎ・小麦 び砂糖・酒・みりん・塩・水 参・大根・ふき・昆布・てんさ ◆ｸﾘｰﾑｺｰﾝ・ﾎｰﾙｺｰﾝ・ﾍﾞｰｺﾝ・じ 椎茸・赤みそ・醤油・きび砂糖
粉・ｻﾗﾀﾞ油・ｶﾚｰ粉・醤油・き ◆豚肉・塩・黒ｺｼｮｳ・小麦粉・ い糖・醤油・酒・赤みそ・白み ゃが芋・玉ねぎ・人参・ﾊﾟｾﾘ・ ・酒・ごま油・ﾄｳﾊﾞﾝｼﾞｬﾝ・片
び砂糖・みりん・ｶﾚｰﾙｳ・だし 卵・パン粉・菜種油・中濃ｿｰｽ そ・てんさい糖・醤油・酒・み 小麦粉・ﾊﾞﾀｰ・ｻﾗﾀﾞ油・牛乳・ 栗粉・水
汁（むろ鯵・昆布） ◆ほうれん草・もやし・ｺｰﾝ・ りん・◆豚肉・鶏肉・ｷｬﾍﾞﾂ・ 豆乳・ﾁｰｽﾞ・ｽｷﾑﾐﾙｸ・塩・白ｺｼ ◆ｶﾗﾌﾄししゃも（子持ち）酒・
◆じゃが芋・菜種油・塩・黒ｺｼ 人参・醤油・きび砂糖・酢・赤 ひじき・豚脂・長ねぎ・小麦粉 ｮｳ・白ﾜｲﾝ・鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ 小麦粉・片栗粉・菜種油・醤油
ｮｳ みそ・酒・ﾄｳﾊﾞﾝｼﾞｬﾝ・白すり ・でん粉・砂糖・水・塩・ごま ◆たら・ﾊﾟﾝ粉・ﾊﾞｯﾀｰﾐｯｸｽ・塩 ・きび砂糖・みりん・酢・水

ごま 油・砂糖・醤油・生姜・椎茸・ ・ｺｼｮｳ・菜種油・ｹﾁｬｯﾌﾟ・ｳｽﾀｰ ◆ほうれん草・もやし・人参・
ﾎﾀﾃｴｷｽ・ｶｷｴｷｽ・ｺｼｮｳ・菜種油 ｿｰｽ・きび砂糖・ﾏｽﾀｰﾄﾞ・赤ﾜｲﾝ 醤油・酢・きび砂糖・一味唐辛
◆あさり・生姜・のり・ひじき ◆切干大根・ﾂﾅ・人参・もやし 子・ごま油・白ごま
・醤油・酒・みりん・きび砂糖 ・きゅうり・白ごま・白みそ・
・水あめ・水 醤油・酢・きび砂糖・ごま油・

ﾏｽﾀｰﾄﾞ
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朝食を食べますか？

毎日食べる 食べることが多い 食べないことが多い 食べない



２０ ２１ ２２日新）日だまり校外学習 ２３ ２４

パスタシーフード 中華おこわ ご は ん 黒コッペパン かき揚げ丼
トマトソース かきたま汁 肉じゃが 白菜と肉ボールのクリーム煮 み そ 汁

オニオンチップｻﾗﾀﾞ 野菜春巻 鮭の焼きづけ カレーコロッケ り ん ご
おひたし いよかん

◆ｿﾌﾄﾊﾟｽﾀ（小麦粉・塩・ｻﾗﾀﾞ ◆胚芽精米・もち米・塩・水・ ◆白飯 ◆小麦粉・ｲｰｽﾄ・食塩・ﾏｰｶﾞﾘﾝ ◆白飯・えび・あさり・桜えび
油）・ﾍﾞｰｺﾝ・えび・いか・あさ 豚肉・生姜・干し椎茸・黒きく ◆豚肉・大豆・じゃが芋・玉ね ・ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞ・砂糖・脱脂粉乳・ ・玉ねぎ・人参・ごぼう・春菊
り・白ﾜｲﾝ・玉ねぎ・人参・ﾏｯｼ らげ・たけのこ・人参・栗・ｸﾞ ぎ・しらたき・人参・切り干し 全卵・黒砂糖 ・ひじき・切り干し大根・小麦
ｭﾙｰﾑ・ｾﾛﾘｰ・にんにく・ｵﾘｰﾌﾞｵ ﾘﾝﾋﾟｰｽ・ｻﾗﾀﾞ油・醤油・きび砂 大根・さやいんげん・ｻﾗﾀﾞ油・ ◆豚肉・すりみ・焼き豆腐・玉 粉・卵・水・菜種油・醤油・き
ｲﾙ・ﾊﾟｾﾘ・小麦粉・ｶﾚｰ粉・ｹﾁｬ 糖・酒・みりん・ごま油・水 醤油・てんさい糖・酒・みりん ねぎ・片栗粉・白菜・人参・ﾏｯ び砂糖・酒・みりん・片栗粉・
ｯﾌﾟ・ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ・ﾄﾏﾄ・ｳｽﾀｰｿｰｽ ◆卵・豆腐・ほうれん草・長ね ・水 ｼｭﾙｰﾑ・ﾊﾟｾﾘ・小麦粉・ﾊﾞﾀｰ・ｻ だし汁（むろ鰺・昆布）
・中濃ｿｰｽ・醤油・塩・黒ｺｼｮｳ ぎ・干し椎茸・醤油・酒・塩・ ◆鮭・小麦粉・片栗粉・菜種油 ﾗﾀﾞ油・ﾁｰｽﾞ・ｽｷﾑﾐﾙｸ・牛乳・ ◆厚揚げ・小松菜・たもぎ茸・
・ｵﾚｶﾞﾉ・赤ﾜｲﾝ・鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ 片栗粉・だし汁（むろ鯵・昆布） ・揚げ油・醤油・酒・みりん・ 豆乳・塩・白ｺｼｮｳ・白ﾜｲﾝ・鶏 白みそ・赤みそ・だし汁（むろ
◆ﾊﾑ・ｷｬﾍﾞﾂ・きゅうり・ｺｰﾝ・ ◆ｷｬﾍﾞﾂ・ひじき・豚肉・春雨 生姜・水 ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ 鰺・昆布）
玉ねぎ・片栗粉・菜種油・酢・ ・玉ねぎ・人参・植物油脂・醤 ◆小松菜・もやし・糸かつお・ ◆じゃが芋・豚肉・玉ねぎ・三
上白糖・醤油・塩・黒ｺｼｮｳ・白 油・加工でん粉・発酵調味料・ 醤油 温糖・みりん・酒・塩・醤油・
ごま 酒・砂糖・ｵｲｽﾀｰｿｰｽ・ｺｼｮｳ・水 ｶﾚｰ粉・植物油脂・牛乳・小麦

・小麦粉・菜種油 粉・生ﾊﾟﾝ粉・水・菜種油

２７ ２８ 3/1 ２ ３
鮭ちらし ご は ん バターロールパン

沖縄そば すまし汁 さつま汁 ポークシチュー 豆とひき肉のカレー
せん切りイリチー ザ ン ギ かれい唐揚げ ハムコーンサラダ あさりのカリッと

パイン缶詰 いちごゼリー ごま和え り ん ご サラダ

◆ﾗｰﾒﾝ（小麦粉・塩・かん水） ◆胚芽精米・大麦・上白糖・酢 ◆白飯 ◆小麦粉・ｲｰｽﾄ・食塩・ﾏｰｶﾞﾘﾝ ◆白飯・牛肉・豚肉・玉ねぎ・
・豚肉・生姜・にんにく・きび ・塩・だし汁（昆布）・紅鮭・ ◆豚肉・豆腐・さつま芋・こん ・ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞ・砂糖・脱脂粉乳・ 人参・ｾﾛﾘｰ・生姜・にんにく・
砂糖・小ねぎ・ほうれん草・醤 ・人参・干し椎茸・かんぴょう にゃく・人参・大根・ごぼう・ 全卵 いんげん豆・ﾊﾟｾﾘ・ﾚｰｽﾞﾝ・ｻﾗ
油・酒・みりん・塩・黒ｺｼｮｳ・ ・ひじき・醤油・酒・みりん・ 長ねぎ・ｻﾗﾀﾞ油・酒・白みそ・ ◆豚肉・じゃが芋・玉ねぎ・人 ﾀﾞ油・小麦粉・ｶﾚｰ粉・ｳｽﾀｰｿｰｽ
ｽｰﾌﾟ（豚骨・昆布・煮干し・玉 きび砂糖・白ごま 赤みそ・だし汁（むろ鯵・昆布） 参・さやいんげん・にんにく・ ・中濃ｿｰｽ・ｹﾁｬｯﾌﾟ・醤油・赤ﾜ
ねぎ・人参・水） ◆そうめん・つと・干し椎茸・ ◆かれい・かたくり粉・菜種油 ｾﾛﾘｰ・小麦粉・ｶﾚｰ粉・ｻﾗﾀﾞ油 ｲﾝ・塩・黒ｺｼｮｳ・ｵｰﾙｽﾊﾟｲｽ・ﾅﾂ
◆豚肉・切り干し大根・昆布・ 長ねぎ・ほうれん草・醤油・酒 ・醤油・きび砂糖・みりん・酢 ・ﾄﾏﾄ・中濃ｿｰｽ・ｳｽﾀｰｿｰｽ・塩 ﾒｸﾞ
黒きくらげ・つと・つきこんに ・塩・だし汁（むろ鯵・昆布） ・水 ・黒ｺｼｮｳ・赤ﾜｲﾝ・鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ ◆あさり・生姜・みりん・小麦
ゃく・人参・きび砂糖・醤油・ ◆鶏肉・醤油・酒・生姜・にん ◆小松菜・白菜・白すりごま・ ◆ﾊﾑ・ｺｰﾝ・ｷｬﾍﾞﾂ・醤油・酢・ 粉・片栗粉・菜種油・きゅうり
ごま油・水 にく・卵・片栗粉・小麦粉・菜 醤油・きび砂糖 きび砂糖・ごま油・ﾏｽﾀｰﾄﾞ ・ｷｬﾍﾞﾂ・人参・醤油・酢・き

種油 び砂糖・ﾏｽﾀｰﾄﾞ・ごま油・白ご
◆いちご・いちご果汁・砂糖・ ま
ｹﾞﾙ化剤・酸味料・水

※3月1日の「かれい」は内臓と魚卵を取り除いたものとなっていますが、混入している場合があります。
※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。

＊ひなまつり＊

３月３日は「桃の節句」ともいい、もとは中国から伝わった上巳の
じようし

節句と日本のひいな遊びが合わさったものといわれています。災いな

どを祓うために、人形を海や川に流したり、はまぐりのうしお汁やひ
はら

しもちなどを食べたりします。また、古代の中国では、桃は邪気を祓

い、強い生命力をもたらす神聖な木ともいわれていて、桃の花を浮か

べる桃花酒なども飲まれていたそうです。
と う かしゆ

給食ではひと足はやく、２月２８日（火）に「ちらし寿司」でお祝

いします。

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/



