
10月
リザーブ給食
１０月７日（金）に、今年度２回目のリザーブ給食を実施します。
「地産地消」をテーマに今回は「さんまかばやき丼」か「豚丼」の選択給食です。

＊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。
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。

月 火 水 木 金
３ ４ ５ 日新）日だまりレインボーピック ６ ７

横割りパン
肉うどん きのこごはん オニオンポタージュ さんまかばやき丼

（試行）たこ焼き風天ぷら 豚 汁 ｶｵ･ﾗｰﾄﾅｰ･ｶﾞｲ(ﾀｲ料理) レバー入りハンバーグ または 豚丼
枝 豆 鮭フライ チンゲン菜のスープ スライスチーズ み そ 汁

パイン缶詰 柿 磯 和 え
◆ｿﾌﾄめん（小麦粉・塩・水）・ ◆胚芽精米・大麦・酒・塩・油 ◆白飯・鶏肉・小麦粉・かたく ◆小麦粉・ｲｰｽﾄ・食塩・ﾏｰｶﾞﾘﾝ ◆白飯
豚肉・油揚げ・人参・ほうれん 揚げ・人参・ごぼう・ひじき・ り粉・菜種油・玉ねぎ・ﾋﾟｰﾏﾝ ・ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞ・砂糖・脱脂粉乳・ ◆さんま・片栗粉・小麦粉・菜
草・長ねぎ・干し椎茸・たもぎ えのき茸・しめじ・たもぎ茸・ ・赤ﾋﾟｰﾏﾝ・わけぎ・ｻﾗﾀﾞ油・ 全卵 種油・醤油・きび砂糖・酒・み
茸・醤油・きび砂糖・酒・みり 干し椎茸・ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ・ｻﾗﾀﾞ油・ ﾅﾝﾌﾟﾗｰ・醤油・ｵｲｽﾀｰｿｰｽ・きび ◆ﾍﾞｰｺﾝ・じゃが芋・玉ねぎ・ りん・生姜・白ごま・水
ん・酢・一味唐辛子・だし汁 醤油・きび砂糖・酒・みりん・ 砂糖・酒・みりん・一味唐辛子 ﾊﾟｾﾘ・小麦粉・ﾊﾞﾀｰ・ｻﾗﾀﾞ油・ ◆豚肉・塩・黒ｺｼｮｳ・小麦粉・
（むろ鰺・昆布） 水 ・ｺｰﾝｽﾀｰﾁ・鶏がらｽｰﾌﾟ 牛乳・豆乳・ｽｷﾑﾐﾙｸ・ﾁｰｽﾞ・塩 片栗粉・菜種油・ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ・醤
◆豆腐入りかまぼこ・小麦粉・ ◆豚肉・豆腐・じゃが芋・こん ◆ﾍﾞｰｺﾝ・ﾁﾝｹﾞﾝ菜・春雨・ｺｰﾝ ・白ｺｼｮｳ・白ﾜｲﾝ・鶏がらｽｰﾌﾟ 油・きび砂糖・酒・みりん・生
卵・水・菜種油・ｹﾁｬｯﾌﾟｿｰｽ・ にゃく・人参・大根・玉ねぎ・ ・醤油・塩・黒ｺｼｮｳ・酒・鶏が ◆牛肉・豚肉・玉ねぎ・豚ﾚﾊﾞｰ 姜・水
中濃ｿｰｽ・赤ﾜｲﾝ・きび砂糖・か ごぼう・長ねぎ・生姜・ｻﾗﾀﾞ油 らｽｰﾌﾟ・だし汁（むろ鰺・昆布） ・でん粉・ﾊﾟﾝ粉・植物性たん ◆豆腐・なめこ・長ねぎ・白み
つお節・青のり ・酒・白みそ・赤みそ・だし汁 白・脱脂粉乳・塩・香辛料・菜 そ・赤みそ・だし汁（むろ鰺・
◆枝豆・塩 （むろ鰺・昆布） 種油・ｹﾁｬｯﾌﾟ・ｳｽﾀｰｿｰｽ・きび 昆布）

◆鮭・パン粉・小麦粉・水・菜 砂糖・ﾏｽﾀｰﾄﾞ・赤ﾜｲﾝ ◆ほうれん草・白菜・糸かつお
種油・中濃ｿｰｽ ・醤油

１０ １１ １２ 札教研 １３ １４ 日新）開校記念日
バターロール

体育の日 パスタシーフードトマトソース 焼豚チャーハン パンプキンシチュー 秋野菜のかき揚げ丼
ごぼうチップサラダ ひじき入り春巻 小松菜サラダ み そ 汁

ヨーグルト和え みかん ごま和え
◆ｿﾌﾄﾊﾟｽﾀ（小麦粉・水・菜種 ◆胚芽精米・大麦・醤油・酒・ ◆小麦粉・ｲｰｽﾄ・食塩・ﾏｰｶﾞﾘﾝ ◆白飯・玉ねぎ・人参・ごぼう
油）えび・いか・あさり・白ﾜｲ ごま油・水・豚肉・長ねぎ・生 ・ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞ・砂糖・脱脂粉乳・ ・さつま芋・切り干し大根・小
ﾝ・玉ねぎ・人参・ﾏｯｼｭﾙｰﾑ・ｾﾛ 姜・にんにく・醤油・酒・みり 全卵 麦粉・白すりごま・卵・塩・菜
ﾘｰ・にんにく・ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ・ﾊﾟｾﾘ ん・水・人参・玉ねぎ・ﾎｰﾙｺｰﾝ ◆ﾍﾞｰｺﾝ・かぼちゃ・玉ねぎ・ 種油・醤油・きび砂糖・酒・み
・小麦粉・ｶﾚｰ粉・ｹﾁｬｯﾌﾟ・ﾄﾏﾄ ・干し椎茸・ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ・ｻﾗﾀﾞ油 ﾊﾟｾﾘ・小麦粉・ﾊﾞﾀｰ・ｻﾗﾀﾞ油・ りん・かたくり粉・だし汁（む
ﾋﾟｭｰﾚ・ﾄﾏﾄ水煮・ｳｽﾀｰｿｰｽ・中 ・塩・黒ｺｼｮｳ 牛乳・豆乳・ﾁｰｽﾞ・ｽｷﾑﾐﾙｸ・塩 ろ鰺・昆布）
濃ｿｰｽ・醤油・塩・黒ｺｼｮｳ・ｵﾚ ◆たけのこ・人参・豚肉・ひじ ・白ｺｼｮｳ・白ﾜｲﾝ・鶏がらｽｰﾌﾟ ◆豆腐・塩わかめ・長ねぎ・白
ｶﾞﾉ・赤ﾜｲﾝ・鶏がらｽｰﾌﾟ き・植物油・醤油・でん粉・砂 ◆ﾊﾑ・春雨・ひじき・小松菜・ みそ・赤みそ・だし汁（むろ鰺
◆ﾊﾑ・ｷｬﾍﾞﾂ・きゅうり・ﾎｰﾙｺｰ 糖・酒・発酵調味料・ｵｲｽﾀｰｿｰｽ 醤油・酢・きび砂糖・ごま油・ ・昆布）
ﾝ・ごぼう・菜種油・酢・きび ・香辛料・小麦粉・塩・加工で ﾏｽﾀｰﾄﾞ ◆ほうれん草・白菜・白すりご
砂糖・醤油・塩・黒ｺｼｮｳ・白ご ん粉・ｷｼﾛｰｽ・水・菜種油 ま・醤油・きび砂糖ﾞ

ま ◆みかん缶・ﾊﾟｲﾝ缶・黄桃缶・

洋梨缶・なつみかん缶・ﾖｰｸﾞﾙﾄ

１７ 宮小）開校記念日 １８ 宮小）振替休業日 １９ ２０ ２１

ほうれん草蒸しパン ご は ん 背割りコッペ ご は ん
みそワンタンスープ えびピラフ 豆腐のｵｲｽﾀｰｿｰｽ煮 チリコンカン 醤油おでん
十勝大豆コロッケ 高野豆腐のフライ いわしのｽﾊﾟｲｽ揚げ 小松菜とｺｰﾝのｻﾗﾀﾞ 揚げﾎﾟｰｸｼｭｳﾏｲ

みかん りんご おひたし グレープゼリー あさりの佃煮

◆ほうれん草・小麦粉・ﾎｯﾄｹｰｷ ◆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

ﾐｯｸｽ・ﾍﾞｰｷﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ・卵・牛 ﾝ・水・ﾍﾞｰｺﾝ・えび・玉ねぎ・ ◆豆腐・豚肉・ﾋﾟｰﾏﾝ・玉ねぎ ・ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞ・砂糖・脱脂粉乳・ ◆豆腐入りかまぼこ・うずら卵

乳・ｽｷﾑﾐﾙｸ・ﾊﾞﾀｰ・きび砂糖・ 人参・ﾏｯｼｭﾙｰﾑ・ﾊﾟｾﾘ・ｻﾗﾀﾞ油 ・長ねぎ・人参・生姜・にんに 全卵◆豚肉・白いんげん豆・玉 ・ひじき入りがんも・こんにゃ

甘納豆（あずき）◆ﾜﾝﾀﾝ皮・豚 ・塩・黒ｺｼｮｳ く・ｻﾗﾀﾞ油・醤油・きび砂糖・ ねぎ・じゃが芋・人参・ﾊﾟｾﾘ・ く・人参・大根・ふき・昆布・

肉・生姜・にんにく・赤みそ・ ◆凍り豆腐・醤油・きび砂糖・ ｵｲｽﾀｰｿｰｽ・塩・黒ｺｼｮｳ・酒・み ｻﾗﾀﾞ油・きび砂糖・ｹﾁｬｯﾌﾟ・ﾄﾏ 醤油・てんさい糖・酒・みりん

白みそ・酒・ごま油・ﾒﾝﾏ・人 酒・みりん・ｶﾚｰ粉・塩・水・ りん・片栗粉・水 ﾄﾋﾟｭｰﾚ・ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ・ｳｽﾀｰｿｰｽ ・だし汁（むろ鰺・昆布）

参・玉ねぎ・もやし・長ねぎ・ 小麦粉・白すりごま・卵・ﾊﾟﾝ ◆いわし・生姜・にんにく・酒 ・中濃ｿｰｽ・醤油・塩・黒ｺｼｮｳ ◆豚肉・牛肉・鶏肉・玉ねぎ・

ｻﾗﾀﾞ油・一味唐辛子・ｽｰﾌﾟ（鶏 粉・白ごま・菜種油 ・醤油・塩・片栗粉・小麦粉・ ・ｶﾚｰ粉・ﾁﾘﾊﾟｳﾀﾞｰ・ﾊﾟﾌﾟﾘｶ・ｵ でん粉・大豆たん白・ﾎﾟｰｸｴｷｽ

がら・豚骨・煮干し・玉ねぎ・ ｶﾚｰ粉・ﾁﾘﾊﾟｳﾀﾞｰ・黒ｺｼｮｳ・菜 ｰﾙｽﾊﾟｲｽ・ﾅﾂﾒｸﾞ・鶏がらｽｰﾌﾟ ・酒・砂糖・塩・醤油・小麦粉

人参・水）◆じゃが芋・大豆・ 種油 ◆小松菜・ｺｰﾝ・白ごま・ｻﾗﾀﾞ ・香辛料・水

玉ねぎ・ﾏｰｶﾞﾘﾝ・脱脂粉乳・パ ◆ほうれん草・白菜・かつお節 油・きび砂糖・酢・醤油 ◆ごぼう・人参・あさり・生姜

ン粉・小麦粉・植物油脂・でん ・醤油 ◆ｸﾞﾚｰﾌﾟｼﾞｭｰｽ・粉寒天・上白 ・きび砂糖・醤油・酒・みりん

粉・砂糖・塩・ｶﾚｰ粉・香辛料 糖・水・赤ﾜｲﾝ ・水あめ・水

・水・菜種油

鶏肉のあんかけごはんです
リザーブ給食

野菜たべちゃおデー



月 火 水 木 金
２４ 日新）振替休業日 ２５ ２６ ２７ ２８

ほうれん草蒸しパン 栗ごはん カレーライス 角 食 ご は ん
みそワンタンスープ み そ 汁 小松菜とベーコンの ポテトスープ マーボー豆腐
十勝大豆コロッケ 豚肉のｶﾚｰﾌﾗｲ サラダ 白身魚のﾊｰﾌﾞﾌﾗｲ ししゃものから揚げ

みかん あさりのｽﾊﾟｹﾞﾃｨｻﾗﾀﾞ ナムル
◆ほうれん草・小麦粉・ﾎｯﾄｹｰｷ ◆胚芽精米・大麦・酒・塩・だ ◆白飯・豚肉・じゃが芋・人参 ◆小麦粉・ｲｰｽﾄ・食塩・ﾏｰｶﾞﾘﾝ ◆白飯
ﾐｯｸｽ・ﾍﾞｰｷﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ・卵・牛 し汁（昆布）・栗・油揚げ・人 ・玉ねぎ・ｾﾛﾘｰ・りんご・生姜 ・ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞ・砂糖・脱脂粉乳・ ◆豆腐・豚肉・生姜・にんにく
乳・ｽｷﾑﾐﾙｸ・ﾊﾞﾀｰ・きび砂糖・ 参・しめじ・干しいたけ・醤油 ・にんにく・ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ・ｻﾗﾀﾞ油 全卵◆ﾍﾞｰｺﾝ・じゃが芋・人参 ・ｻﾗﾀﾞ油・人参・長ねぎ・干し
甘納豆（あずき）◆ﾜﾝﾀﾝ皮・豚 ・きび砂糖・みりん ・小麦粉・ｶﾚｰ粉・ｶﾚｰﾙｳ・ｳｽﾀｰ ・玉ねぎ・ﾊﾟｾﾘ・醤油・塩・黒 椎茸・赤みそ・醤油・きび砂糖
肉・生姜・にんにく・赤みそ・ ◆豆腐・わかめ・長ねぎ・白み ｿｰｽ・中濃ｿｰｽ・ｹﾁｬｯﾌﾟ・醤油・ ｺｼｮｳ・白ﾜｲﾝ・ｽｰﾌﾟ（鶏がら・ ・酒・ごま油・ﾄｳﾊﾞﾝｼﾞｬﾝ・か
白みそ・酒・ごま油・ﾒﾝﾏ・人 そ・赤みそ・だし汁（むろ鰺・ 赤ﾜｲﾝ・塩・ｵｰﾙｽﾊﾟｲｽ・ﾅﾂﾒｸﾞ・ 玉ねぎ・水） たくり粉・水
参・玉ねぎ・もやし・長ねぎ・ 昆布） 鶏がらｽｰﾌﾟ ◆真だら・にんにく・白ﾜｲﾝ・ ◆ｶﾗﾌﾄししゃも（子持ち）・酒
ｻﾗﾀﾞ油・一味唐辛子・ｽｰﾌﾟ（鶏 ◆豚肉・醤油・酒・ｶﾚｰ粉・小 ◆ﾍﾞｰｺﾝ・小松菜・もやし・醤 塩・黒ｺｼｮｳ・ﾊﾟｾﾘ・ﾊﾞｼﾞﾙ・小 ・小麦粉・片栗粉・菜種油・き
がら・豚骨・煮干し・玉ねぎ・ 麦粉・卵・ﾊﾟﾝ粉・ｵｰﾄﾐｰﾙ・菜 油・酢・ｻﾗﾀﾞ油・きび砂糖・白 麦粉・卵・ﾊﾟﾝ粉・粉ﾁｰｽﾞ・菜 び砂糖・みりん・酢・水
人参・水）◆じゃが芋・大豆・ 種油 ごま 種油 ◆ほうれん草・もやし・人参・
玉ねぎ・ﾏｰｶﾞﾘﾝ・脱脂粉乳・パ ◆あさり・生姜・酒・ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ 醤油・酢・きび砂糖・一味唐辛

ン粉・小麦粉・植物油脂・でん ・きゅうり・人参・醤油・酢・ 子・ごま油・白ごま

粉・砂糖・塩・ｶﾚｰ粉・香辛料 ｻﾗﾀﾞ油・きび砂糖・白みそ・ご

・水・菜種油 ま油・白ごま

３１ 日新）３年生現地学習 １１／１ ２ ３ ４

塩ラーメン サーモンピラフ ビビンパプ ザンタレ丼
厚揚げとさつま芋の甘煮 白花豆コロッケ にらたまスープ 文化の日 みそきのこ汁

りんご フルーツミックス みかん からし和え
◆ｿﾌﾄﾗｰﾒﾝ（小麦粉・塩・かん ◆胚芽精米・大麦・バター・塩 ◆白飯・豚肉・焼き豆腐・ﾒﾝﾏ ◆白飯・鶏肉・生姜・にんにく
水）・豚肉・生姜・にんにく・ ・白ワイン・水・鮭・醤油・玉 ・長ねぎ・生姜・にんにく・ｻﾗ ・片栗粉・菜種油・醤油・きび
醤油・みりん・ｻﾗﾀﾞ油・メンマ ねぎ・ﾎｰﾙｺｰﾝ・ﾏｯｼｭﾙｰﾑ・ﾊﾟｾﾘ ﾀﾞ油・醤油・きび砂糖・酒・み 砂糖・酒・みりん・酢・黒ｺｼｮｳ
・つと・もやし・人参・玉ねぎ ・ｻﾗﾀﾞ油・塩・黒ｺｼｮｳ りん・ごま油・ﾄｳﾊﾞﾝｼﾞｬﾝ・人 ・小ねぎ・水
・白菜・長ねぎ・ほうれん草・ ◆白花豆・乾燥ﾏｯｼｭﾎﾟﾃﾄ・砂糖 参・ほうれん草・もやし・白ご ◆しめじ・えのき茸・なめこ・
塩わかめ・酒・塩・黒ｺｼｮｳ・ｽｰ ・ﾊﾞﾀｰ・脱脂粉乳・塩・ﾊﾟﾝ粉 ま・酢・一味唐辛子 人参・大根・ごぼう・長ねぎ・
ﾌﾟ（鶏がら・豚骨・煮干し・昆 ・米粉・小麦粉・植物油脂・水 ◆卵・豆腐・にら・醤油・酒・ 油揚げ・ｻﾗﾀﾞ油・赤みそ・白み
布・生姜・水） ・菜種油 塩・片栗粉・だし汁（むろ鰺・ そ・酒・だし汁（むろ鯵・昆布）
◆厚揚げ・さつま芋・菜種油・ ◆みかん缶・パイン缶・黄桃缶 昆布） ◆ハム・ほうれん草・ｷｬﾍﾞﾂ・
きび砂糖・醤油・酒・片栗粉・ ・洋梨缶 醤油・きび砂糖・ﾏｽﾀｰﾄﾞ
水

第３９回 札幌市学校給食展 のおしらせ

< テーマ > きゅうしょくで学ぼう！食べる楽しさ大切さ
< 日 時 > 平成２８年１０月２２日（土）

１０：００～１８：００
< 場 所 > ＪＲ札幌駅西側コンコース（西改札口そば）

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

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。

★パネル展示や食育ブックマークの配布のほか、

スタンプラリー参加の方には、野菜をプレゼント！

「わくわく食育ショー」や、はしで大豆をつまむ

「はし１(ﾜﾝ)グランプリ 」も開催予定です。参加の方

にはプレゼントもありますので、ぜひご来場ください！

 

釧路

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

