
５月
今年は雪解けが早く、春の訪れが早かった札幌ですが、４月は急に冬の寒さが戻る日があったためか、体

調を崩している子どもたちもいるようです。新学期の疲れもあるのかもしれませんね。まだ朝晩は寒さの残

る日があったり、日ごとの気温差があったりして、体調管理が大変な時期です。いよいよ明日からゴールデ

ンウィークも始まります。無理をせず、生活リズムをととのえて、健康にすごせるよう心がけたいですね。

毎日、決まった時間に朝食をとることで生活リズムも整います！

５月５日は端午の節句
た ん ご

端午とは、中国で「月初めの午の日」という意味があり、もともとは悪日でした。
うま

そこで、災いを払うために菖蒲やよもぎを用いていました。それが日本に伝わり、
しようぶ

菖蒲湯などの風習が生まれました。この日には「ちまき」や「柏餅」を食べます。

ちまきも中国から伝わったもので、現在は笹の葉でくるむのが普通ですが、もと

もとは茅の葉で巻いていたそうです。
かや

＊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
２ ３ ４ ５ ６

肉うどん たきこみいなり
きなこポテト 憲法記念日 みどりの日 こどもの日 み そ 汁

ジューシーオレンジ いわしのカレー揚げ

◆ｿﾌﾄめん(小麦粉・塩・水)・豚肉・ ◆胚芽精米・大麦・上白糖・酢・塩
油揚げ・人参・ほうれん草・長ねぎ いよいよ運動会の練習も始まります。 ・水・油揚げ・人参・干し椎茸・ひじ
・干し椎茸・たもぎ茸・醤油・きび砂 き・醤油・きび砂糖・酒・みりん・白
糖・酒・みりん・酢・一味唐辛子・だ けがを防ぐためにも、毎日しっかり朝食をとって、 ごま・焼きのり
し汁（むろ鯵・昆布） ◆人参・大根・ごぼう・白みそ・赤
◆じゃが芋・菜種油・きな粉・きび 力を発揮して欲しいですね！ みそ・だし汁（むろ鯵・昆布）
砂糖・塩 ◆いわし・醤油・酒・生姜・カレー粉

・小麦粉・片栗粉・菜種油



月 火 水 木 金

９ １０ １１ １２ １３
五目ごはん ご は ん 背割コッペ

カレーラーメン み そ 汁 豆腐の中華煮（えび入り） あさりのチャウダー さんまかばやき丼
ごまポテト 鮭の南部揚げ ひじき入りぎょうざ ウインナーソテー み そ 汁
冷凍みかん ミニトマト おひたし ほうれん草とコーンのサラダ からし和え

◆ソフトﾗｰﾒﾝ（小麦粉・塩・かん水） ◆胚芽精米・大麦・塩・水・鶏肉・ ◆白飯◆豆腐・豚肉・えび・人参・ ◆小麦粉・ｲｰｽﾄ・食塩・ﾏｰｶﾞﾘﾝ・ｼ ◆白飯・さんま・片栗粉・小麦粉・
・豚肉・酒・生姜・にんにく・メンマ・ 油揚げ・しらたき・人参・ごぼう・たけ 玉ねぎ・たけのこ・干し椎茸・黒きく ｮｰﾄﾆﾝｸﾞ・砂糖・脱脂粉乳・全卵 菜種油・醤油・きび砂糖・酒・みり
白菜・人参・玉ねぎ・ほうれん草・ のこ・ひじき・干し椎茸・ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ・ らげ・生姜・にんにく・ｻﾗﾀﾞ油・醤油 ◆あさり・ﾍﾞｰｺﾝ・じゃが芋・玉ねぎ・ ん・生姜・白ごま・水
長ねぎ・わかめ・小麦粉・ｻﾗﾀﾞ油・ ｻﾗﾀﾞ油・醤油・きび砂糖・酒・みり ・きび砂糖・酒・塩・黒ｺｼｮｳ・ごま 人参・ﾊﾟｾﾘ・小麦粉・ﾊﾞﾀｰ・ｻﾗﾀﾞ ◆豆腐・なめこ・長ねぎ・白みそ・
カレー粉・ｶﾚｰﾙｳ・醤油・ｳｽﾀｰｿｰｽ ん 油・片栗粉・水 油・牛乳・豆乳・ｽｷﾑﾐﾙｸ・ﾁｰｽﾞ・ 赤みそ・だし汁（むろ鯵・昆布）
・白みそ・塩・黒ｺｼｮｳ・ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ・り ◆じゃが芋・にら・白みそ・赤みそ・ ◆豚肉・ｷｬﾍﾞﾂ・ひじき・豚脂・鶏 白ﾜｲﾝ・塩・白ｺｼｮｳ・鶏がらｽｰﾌﾟ ◆ﾊﾑ・小松菜・もやし・醤油・きび
んご・ｽｰﾌﾟ（鶏ｶﾞﾗ・豚骨・煮干し・ だし汁（むろ鯵・昆布） 肉・長ねぎ・でん粉・小麦粉・水・食 ◆ﾁｷﾝﾚﾊﾞｰｳｲﾝﾅｰ・ｹﾁｬｯﾌﾟ・ｳｽ 砂糖・からし
昆布・玉ねぎ・人参・水） ◆鮭・醤油・塩・黒ｺｼｮｳ・酒・小麦 塩・菜種油 ﾀｰｿｰｽ・きび砂糖・ﾏｽﾀｰﾄﾞ・赤ﾜｲﾝ
◆じゃが芋・菜種油・白すりごま・き 粉・卵・白ごま・水・菜種油 ◆小松菜・もやし・かつお節・醤油 ◆ほうれん草・ｺｰﾝ・白ごま・ｻﾗﾀﾞ
び砂糖・塩 油・きび砂糖・酢・醤油

１６ １７ １８ １９ ２０
ご は ん 黒コッペ

山菜うどん ビビンバ ピリカラすき焼き コーンポタージュ かきあげ丼（えび入り）
たこ焼き風天ぷら いかフライ ししゃも天ぷら チキンマリネサラダ み そ 汁

枝 豆 フルーツカクテル り ん ご 冷凍みかん しょうが和え

◆ｿﾌﾄめん(小麦粉・塩・水)・鶏肉・ ◆胚芽精米・大麦・豚肉・豆腐・ﾒﾝ ◆白飯 ◆小麦粉・ｲｰｽﾄ・食塩・ﾏｰｶﾞﾘﾝ・ｼ ◆白飯・えび・あさり・さくらえび・玉
酒・油揚げ・つと・地たけのこ・ふき・ ﾏ・長ねぎ・生姜・にんにく・ｻﾗﾀﾞ油 ◆豚肉・焼き豆腐・しらたき・玉ね ｮｰﾄﾆﾝｸﾞ・砂糖・脱脂粉乳・全卵・ ねぎ・人参・ごぼう・春菊・ひじき・
わらび・たもぎ茸・なめこ・干し椎茸 ・醤油・きび砂糖・酒・みりん・ごま ぎ・白菜・長ねぎ・たもぎ茸・白すり 黒砂糖 切り干し大根・小麦粉・卵・水・菜
・長ねぎ・ほうれん草・醤油・酒・み 油・ﾄｳﾊﾞﾝｼﾞｬﾝ・人参・ほうれん草 ごま・ｻﾗﾀﾞ油・ごま油・醤油・てんさ ◆ｸﾘｰﾑｺｰﾝ・ﾎｰﾙｺｰﾝ・ﾍﾞｰｺﾝ・じゃ 種油・醤油・きび砂糖・酒・みりん・
りん・酢・きび砂糖・唐辛子・だし汁 ・もやし・白ごま・酢・一味唐辛子 い糖・酒・一味唐辛子・ﾄｳﾊﾞﾝｼﾞｬﾝ が芋・玉ねぎ・人参・ﾊﾟｾﾘ・小麦粉 かたくり粉・だし汁（むろ鰺・昆布）
（むろ鯵・昆布） ◆いか・パン粉・小麦粉・塩・植物 ・にんにく・生姜・りんご ・ﾊﾞﾀｰ・ｻﾗﾀﾞ油・牛乳・豆乳・ﾁｰｽﾞ ◆豆腐・わかめ・長ねぎ・白みそ・
◆豆腐入りかまぼこ・小麦粉・卵・ 性蛋白・でん粉・植物油脂・水・菜 ◆ｶﾗﾌﾄｼｼｬﾓ（子持ち）・酒・小麦 ・ｽｷﾑﾐﾙｸ・塩・白ｺｼｮｳ・白ﾜｲﾝ・ 赤みそ・だし汁（むろ鰺・昆布）
牛乳・菜種油・ｹﾁｬｯﾌﾟ・中濃ｿｰｽ・ 種油 粉・卵・水・菜種油 鶏がらｽｰﾌﾟ ◆小松菜・白菜・生姜・醤油・酒
赤ﾜｲﾝ・きび砂糖・かつお節・青のり ◆みかん缶・パイン缶・黄桃缶・洋 ◆鶏肉・生姜・酒・塩・かたくり粉・
◆枝豆・塩 梨缶・夏みかん缶・りんごｼﾞｭｰｽ・ 菜種油・ｷｬﾍﾞﾂ・人参・きゅうり・醤

上白糖・白ﾜｲﾝ・水 油・きび砂糖・酢・黒ｺｼｮｳ・白ごま

２３ ２４ ２５ ２６ ２７
ゆであげスパゲティ ご は ん ツイストパン

ｼｰﾌｰﾄﾞﾄﾏﾄｿｰｽ ヘルシーライス みそおでん アスパラのクリーム煮 豚ミックス丼
コールスローサラダ とんかつ 揚げﾎﾟｰｸｼｭｳﾏｲ 釧路産たらフライ み そ 汁

ヨーグルト もやしのごまｻﾗﾀﾞ のりの佃煮 冷凍みかん メロンﾞ

◆ｽﾊﾟｹﾞﾃｨｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ・ｻﾗﾀﾞ油・ ◆胚芽精米・大麦・焼き豆腐・ツナ ◆白飯 ◆焼きちくわ・ひじき入り ◆小麦粉・ｲｰｽﾄ・食塩・ﾏｰｶﾞﾘﾝ・ｼ ◆白飯・豚肉・厚揚げ・生姜・かた
ﾊﾟｾﾘ/ﾍﾞｰｺﾝ・えび・いか・あさり・白 ・人参・ごぼう・干し椎茸・ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ がんも・うずら卵・こんにゃく・人参・ ｮｰﾄﾆﾝｸﾞ・砂糖・脱脂粉乳・全卵 くり粉・小麦粉・菜種油・玉ねぎ・た
ﾜｲﾝ・玉ねぎ・人参・ｾﾛﾘｰ・にんにく ・ｻﾗﾀﾞ油・醤油・きび砂糖・酒・みり 大根・ふき・昆布・赤みそ・白みそ・ ◆ﾍﾞｰｺﾝ・ｸﾞﾘｰﾝｱｽﾊﾟﾗ・ﾏｶﾛﾆ・人 けのこ・人参・ﾋﾟｰﾏﾝ・ｻﾗﾀﾞ油・醤油
・ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ・ｻﾗﾀﾞ油・ﾊﾟｾﾘ・小麦 ん・塩・水 てんさい糖・醤油・酒・みりん・だし 参・玉ねぎ・ﾏｯｼｭﾙｰﾑ・小麦粉・ ・きび砂糖・酒・みりん・水・白ごま
粉・ｶﾚｰ粉・ｹﾁｬｯﾌﾟ・ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ・ﾄﾏ ◆豚肉・塩・黒ｺｼｮｳ・小麦粉・卵・ 汁（むろ鰺・昆布） ◆豚肉・牛肉・ ﾊﾞﾀｰ・ｻﾗﾀﾞ油・ﾁｰｽﾞ・牛乳・豆乳・ ◆豆腐・小松菜・えのき茸・白みそ
ﾄ・ｳｽﾀｰｿｰｽ・中濃ｿｰｽ・醤油・塩・ パン粉・菜種油 鶏肉・玉ねぎ・大豆たん白・ﾎﾟｰｸｴ ｽｷﾑﾐﾙｸ・白ﾜｲﾝ・塩・白ｺｼｮｳ・鶏 ・赤みそ・だし汁（むろ鰺・昆布）
黒ｺｼｮｳ・ｵﾚｶﾞﾉ・赤ﾜｲﾝ・鶏がらｽｰ ◆ほうれん草・もやし・ｺｰﾝ・人参・ ｷｽ・酒・砂糖・塩・醤油・小麦粉・ がらｽｰﾌﾟ
ﾌﾟ 醤油・きび砂糖・酢・赤みそ・酒・ﾄｳ 香辛料・水・菜種油 ◆たら・パン粉・ﾊﾞｯﾀｰﾐｯｸｽ・塩・ｺ
◆ｷｬﾍﾞﾂ・人参・ｺｰﾝ・酢・ｻﾗﾀﾞ油 ﾊﾞﾝｼﾞｬﾝ・白すりごま ◆もみのり・ひじき・醤油・酒・みりん ｼｮｳ・菜種油・中濃ｿｰｽ
・上白糖・塩・白ｺｼｮｳ・ﾏｽﾀｰﾄﾞ ・てんさい糖・水あめ・水

３０ ３１ 6/1 ２ ３
横割りバンズパン ご は ん

運動会の しらすごはん シーフードカレー イタリアンスープ 豚 汁
振替休業日 みそけんちん汁 小松菜とベーコン ﾚﾊﾞｰ入りメンチカツ 納 豆

変わり焼肉 のサラダ フルーツゼリー ひじきの煮物

◆胚芽精米・大麦・だし汁（昆布）・ ◆白飯・えび・いか・あさり・じゃが ◆小麦粉・ｲｰｽﾄ・食塩・ﾏｰｶﾞﾘﾝ・ｼ ◆白飯
しらす干し・酒・わかめ・塩・白ごま 芋・人参・玉ねぎ・ｾﾛﾘｰ・りんご・生 ｮｰﾄﾆﾝｸﾞ・砂糖・脱脂粉乳・全卵 ◆豚肉・豆腐・じゃが芋・こんにゃく
◆鶏肉・豆腐・こんにゃく・人参・大 姜・にんにく・ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ・ｻﾗﾀﾞ油・小 ◆ﾍﾞｰｺﾝ・じゃが芋・玉ねぎ・人参・ ・人参・大根・玉ねぎ・ごぼう・長ね
根・ごぼう・長ねぎ・ｻﾗﾀﾞ油・赤み 麦粉・ｶﾚｰ粉・ｶﾚｰﾙｳ・ｳｽﾀｰｿｰｽ・ ﾎｰﾙｺｰﾝ・ﾊﾟｾﾘ・ﾏｶﾛﾆ・醤油・塩・ ぎ・生姜・ｻﾗﾀﾞ油・酒・白みそ・赤
そ・白みそ・酒・だし汁（むろ鯵・昆 中濃ｿｰｽ・ｹﾁｬｯﾌﾟ・醤油・赤ﾜｲﾝ・ 黒ｺｼｮｳ・白ﾜｲﾝ・鶏がらｽｰﾌﾟ（鶏が みそ・だし汁（むろ鯵・昆布）
布） 塩・ｵｰﾙｽﾊﾟｲｽ・ﾅﾂﾒｸﾞ・鶏がらｽｰ ら・玉ねぎ） ◆納豆・たれ
◆豚肉・塩・黒ｺｼｮｳ・酒・小麦粉・ ﾌﾟ ◆牛肉・豚肉・玉ねぎ・豚ﾚﾊﾞｰ・で ◆ひじき・油揚げ・人参・ｻﾗﾀﾞ油・
かたくり粉・菜種油・生姜・にんにく・ ◆ﾍﾞｰｺﾝ・小松菜・もやし・醤油・酢 ん粉・粉末状植物性たん白・塩・ てんさい糖・醤油・酒・みりん・だし
玉ねぎ・醤油・ｳｽﾀｰｿｰｽ・きび砂糖 ・ｻﾗﾀﾞ油・きび砂糖・白ごま 醤油・ｹﾁｬｯﾌﾟ・香辛料・ﾊﾟﾝ粉・ﾊﾞ 汁（むろ鯵）
・水 ｯﾀｰﾐｯｸｽ・水・菜種油・中濃ソース

・ｹﾁｬｯﾌﾟ・きび砂糖・赤ﾜｲﾝ・ﾏｽﾀ
ｰﾄﾞ
◆みかん缶・パイン缶・黄桃缶・洋
梨缶・りんご缶・りんごｼﾞｭｰｽ・粉寒
天・上白糖・水

※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。

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。

やさいたべちゃおデー
北海道メニュー（室蘭）

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

