
６月
毎月１９日は食育の日

平成 17 年に「食育基本法」が制定・施行され、「食育推進基本計画」により
毎年 6 月は食育月間、19 日は食育の日と定められました。

この期間、全国ではさまざまな「食育」に関する取組が行われています。
毎日食べている身近な「食」について、家族で話し合ってみるのもよいですね。

学校では学級活動の時間（宮の森小学校の３年生以上は虹の時間）に、栄養教
諭による食に関する指導を行います。

６月から１２月までに、各学級ごとに順次行う予定です。

札幌市の学校給食では地産地消を進めています

給食では、安全で良質な食材の使用および地産地消の観点から、札幌市内・近郊・道内各生産地より、
「クリーン青果物」を取り入れています。今年度供給予定の青果物についてお知らせします。

品 名 産地ＪＡ名 名 称 等 供 給 予 定 期 間 採用年度
ばれいしょ ＪＡとうや湖 ｲｴｽ･ｸﾘｰﾝ他（雪蔵貯蔵） ４／６～５／１３ H17

ｲｴｽ･ｸﾘｰﾝ 他 ８／２２～１０／２１ H14
ＪＡふらの 特別栽培 他 １０／２４～１２／２６ H10
ＪＡようてい ｲｴｽ･ｸﾘｰﾝ １／１６～２／３ H24
ＪＡきたみらい スノーマーチ ２／６～３／３ H26
ＪＡとうや湖 ｲｴｽ･ｸﾘｰﾝ 他 ３／６～３／２４ H14

玉ねぎ ＪＡふらの ｴｺﾌｰﾄﾞ他（CA貯蔵） ４／６～５／２７ H20
特別栽培 他 ８／２２～９／３０ H6

ＪＡさっぽろ ﾌｰﾄﾞﾘｻｲｸﾙ(さつおう） １０／３～１０／１４ H20
さっぽろとれたてっこ １０／１７～１１／１８ H9

ＪＡふらの 特別栽培 他 １１／２１～３／２４ H6
にんじん ＪＡ新はこだて（七飯産） ｲｴｽ･ｸﾘｰﾝ ７／４～７／２５ H12

ＪＡふらの 特別栽培 他 ８／２２～９／１６ H10
ＪＡようてい ｲｴｽ･ｸﾘｰﾝ 他 ９／２０～１０／１４ H14
ＪＡとうや湖 ｲｴｽ･ｸﾘｰﾝ（雪蔵貯蔵） １０／１７～１１／１８ H20

だいこん ＪＡ新はこだて（七飯産） ｲｴｽ･ｸﾘｰﾝ ５／２３～６／１７ H13
ＪＡとうや湖 ｲｴｽ･ｸﾘｰﾝ ７／１９～１０／７ H21

こまつな ＪＡさっぽろ さっぽろとれたてっこ ６／６～９／９ H13
ブリッコリー ＪＡさっぽろ ７／１１～７／２２ H25

９／２６～１０／２１
にら ＪＡ新はこだて しりうちにら北の華 ４／６～１０／７ H27

１／１６～３／２４
ミニトマト ＪＡ当麻 ７／１１～９／１６ H27
長ねぎ ＪＡなんぽろ ｲｴｽ･ｸﾘｰﾝ 他 ８／２２～１１／４ H21
キャベツ ＪＡなんぽろ ｲｴｽ･ｸﾘｰﾝ ７／１１～９／１６ H23

ＪＡ伊達市 ｲｴｽ･ｸﾘｰﾝ 他 ９／２０～１０／１４ H21
ＪＡとうや湖 １２／５～１／２７ H25

はくさい ＪＡ道央 さっぽろハーベストランド ７／４～１０／４ H24
にんにく ＪＡ十勝清水町 ８／２２～３／２４ H23
ピーマン ＪＡにいかっぷ ｴｺﾌｧｰﾏｰ ６／２７～１０／７ H27
きゅうり ＪＡ新すながわ ｲｴｽ･ｸﾘｰﾝ ６／２０～９／９ H21
かぼちゃ ＪＡ北いしかり さっぽろハーベストランド ９／５～１０／２８ H22
りんご ＪＡ新はこだて（七飯産） ｲｴｽ･ｸﾘｰﾝ 〈つがる〉１０／３～１０／７ H14

〈王 林〉１１／２８～１２／９ H14
レタス ＪＡさっぽろ ﾌｰﾄﾞﾘｻｲｸﾙ ７／４ H19
とうもろこし ＪＡさっぽろ ﾌｰﾄﾞﾘｻｲｸﾙ ９／８ H21

※天候状況その他により、供給内容の変更または、供給中止となる場合もありますことをご了承ください。



＊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
６ ７ ８ ９ 宮小）遠 足 １０

ご は ん
塩ラーメン とりめし 肉炒め丼 ピザトースト じゃが芋のそぼろ煮
大 学 芋 高野豆腐のフライ かきたま汁 ポテトスープ アスパラの天ぷら

冷凍みかん からし和え り ん ご オレンジゼリー のりとあさりの佃煮
◆角食・ベーコン・玉ねぎ・◆ｿﾌﾄﾗｰﾒﾝ（小麦粉・塩・かん水） ◆胚芽精米・大麦・醤油・酒・塩・ ◆白飯・豚肉・メンマ・人参・塩・黒 ◆白飯

・豚肉・ﾒﾝﾏ・つと・もやし・人参・玉 鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ・鶏肉・生姜・玉ねぎ・ｻ ｺｼｮｳ・ｻﾗﾀﾞ油・もやし・小松菜・醤 ﾏｯｼｭﾙｰﾑ・ピーマン・コーン・ ◆豚肉・じゃが芋・玉ねぎ・人参・
ねぎ・白菜・長ねぎ・ほうれん草・ ﾗﾀﾞ油・みりん・きび砂糖 油・みりん・玉ねぎ・りんご・ｳｽﾀｰｿｰ ｹﾁｬｯﾌﾟ・ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ・中濃ｿｰｽ・ 大豆・切り干し大根・さやいんげん・
塩わかめ・生姜・にんにく・ｻﾗﾀﾞ油・ ◆高野豆腐・醤油・きび砂糖・酒・ ｽ・きび砂糖・生姜・にんにく・ﾄｳﾊﾞﾝｼﾞｬ きび砂糖・ﾐｯｸｽﾁｰｽﾞ 干し椎茸・生姜・ｻﾗﾀﾞ油・醤油・黒
醤油・酒・塩・黒ｺｼｮｳ・ｽｰﾌﾟ(鶏が みりん・ｶﾚｰ粉・塩・水・小麦粉・白 ﾝ・かたくり粉・ごま油・水・白ごま ◆ﾍﾞｰｺﾝ・じゃが芋・人参・玉 砂糖・酒・水
ら・豚骨・昆布・煮干し・昆布・生 すりごま・卵・パン粉・白ごま・菜種 ◆卵・豆腐・ほうれん草・長ねぎ・ ねぎ・ﾊﾟｾﾘ・醤油・塩・黒ｺｼｮｳ ◆ｸﾞﾘｰﾝｱｽﾊﾟﾗ・小麦粉・卵・塩・
姜) 油 干し椎茸・醤油・酒・塩・かたくり粉・ ・白ﾜｲﾝ・鶏がらｽｰﾌﾟ 水・菜種油
◆さつま芋・菜種油・水あめ・黒砂 ◆焼きちくわ・小松菜・ｷｬﾍﾞﾂ・醤 だし汁（むろ鰺・昆布） ◆ｵﾚﾝｼﾞｼﾞｭｰｽ・粉寒天・上白糖 ◆あさり・生姜・のり・ひじき・醤油・
糖・醤油・酢・水・黒ごま 油・きび砂糖・からし ・水・みかん缶 酒・みりん・きび砂糖・水あめ・水

１３ １４ １５ １６ １７

きつねうどん ごぼうピラフ キーマカレー 横割りバンズパン ご は ん
スパイシーポテト 白花豆コロッケ あさりのサラダ コーンシチュー 豆腐のｵｲｽﾀｰｿｰｽ煮

メ ロ ン フルーツミックス 冷凍みかん 照り焼きいかバーグ ししゃものから揚げ
大根サラダ ナ ム ル

◆ｿﾌﾄめん(小麦粉・塩・水)・油揚 ◆胚芽精米・白ﾜｲﾝ・水・ﾍﾞｰｺﾝ・ご ◆白飯・豚肉・玉ねぎ・人参・ｾﾛﾘｰ ◆小麦粉・ｲｰｽﾄ・食塩・ﾏｰｶﾞﾘﾝ・ｼ ◆白飯◆豆腐・豚肉・ﾋﾟｰﾏﾝ・玉ね
げ・つと・干し椎茸・長ねぎ・たもぎ ぼう・玉ねぎ・人参・にんにく・ﾎｰﾙｺ ・生姜・にんにく・大豆・ﾊﾟｾﾘ・ﾚｰｽﾞ ｮｰﾄﾆﾝｸﾞ・砂糖・脱脂粉乳・全卵◆ ぎ・長ねぎ・人参・生姜・にんにく・ｻ
茸・ほうれん草・醤油・きび砂糖・ ｰﾝ・ﾊﾟｾﾘ・ｻﾗﾀﾞ油・塩・醤油・黒ｺｼ ﾝ・ｻﾗﾀﾞ油・小麦粉・ｶﾚｰ粉・ｳｽﾀｰ ﾎｰﾙｺｰﾝ・ｸﾘｰﾑｺｰﾝ・ﾍﾞｰｺﾝ・玉ねぎ ﾗﾀﾞ油・醤油・きび砂糖・ｵｲｽﾀｰｿｰ
醤油・酒・みりん・酢・一味唐辛子・ ｮｳ ｿｰｽ・中濃ｿｰｽ・ﾎｰﾙﾄﾏﾄ・ｹﾁｬｯﾌﾟ・ ・人参・じゃが芋・ﾊﾟｾﾘ・小麦粉・ﾊﾞ ｽ・塩・黒ｺｼｮｳ・酒・みりん・かたくり
だし汁（むろ鰺・昆布） ◆白花豆・ﾏｯｼｭﾎﾟﾃﾄ・砂糖・ﾊﾞﾀｰ 醤油・赤ﾜｲﾝ・塩・黒ｺｼｮｳ・ｵｰﾙｽ ﾀｰ・ｻﾗﾀﾞ油・ｽｷﾑﾐﾙｸ・ﾁｰｽﾞ・牛 粉・水
◆ﾌﾚﾝﾁﾎﾟﾃﾄ・菜種油・塩・黒ｺｼｮ ・脱脂粉乳・塩・ﾊﾟﾝ粉・米粉・小麦 ﾊﾟｲｽ・ﾅﾂﾒｸﾞ 乳・豆乳・塩・白ｺｼｮｳ・白ﾜｲﾝ・鶏 ◆ｶﾗﾌﾄししゃも（子持ち）・酒・小麦
ｳ・ｶﾚｰ粉・ﾁﾘﾊﾟｳﾀﾞｰ・ﾅﾂﾒｸﾞ 粉・植物油脂 ◆あさり・酒・みりん・生姜・きゅうり・ ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ◆いか・たら・玉ねぎ・でん 粉・片栗粉・菜種油・醤油・きび砂

◆みかん缶・ﾊﾟｲﾝ缶・りんご缶・洋 ｷｬﾍﾞﾂ・人参・醤油・酢・ｻﾗﾀﾞ油・ 粉・卵白・塩・動物たん白加水分 糖・みりん・酢・水
梨缶・上白糖・水 きび砂糖・ごま油・ﾏｽﾀｰﾄﾞ・白ごま 解物・水・菜種油・醤油・きび砂糖 ◆ほうれん草・もやし・人参・醤油・

・みりん・かたくり粉・白ごま◆大根・ 酢・きび砂糖・一味唐辛子・ごま油
まぐろ水煮・きゅうり・人参・白ごま・ ・白ごま
醤油・きび砂糖・ごま油・酢

２０ ２１ ２２ ２３ 日新）１・２年生現地学習 ２４
角 食 ご は ん

冷したぬきうどん たけのこごはん ハヤシライス ワンタンスープ みそけんちん汁
チーズポテト み そ 汁 小松菜サラダ お好み揚げ 鮭の焼きづけ
冷凍みかん※ 豚肉のごま揚げ チョコクリーム おひたし

◆ｿﾌﾄめん(小麦粉・塩・水)・あさり ◆胚芽精米・大麦・だし汁（昆布）・ ◆白飯・豚肉・玉ねぎ・人参・ ◆小麦粉・ｲｰｽﾄ・食塩・ﾏｰｶﾞﾘﾝ・ｼ ◆白飯
・えび・人参・春菊・ごぼう・切り干し 酒・塩・人参・地たけのこ・油揚げ・ じゃが芋・ｾﾛﾘｰ・生姜・にんにく・ﾏｯ ｮｰﾄﾆﾝｸﾞ・砂糖・脱脂粉乳・全卵◆ ◆鶏肉・豆腐・こんにゃく・人参・大
大根・ひじき・小麦粉・卵・水・菜種 干し椎茸・ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ・ｻﾗﾀﾞ油・醤油 ｼｭﾙｰﾑ・ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ・ｻﾗﾀﾞ油・ｶﾚｰ ﾜﾝﾀﾝ皮・豚肉・酒・人参・ほうれん 根・ごぼう・長ねぎ・ｻﾗﾀﾞ油・赤み
油・つと・ほうれん草・長ねぎ・干し ・きび砂糖・酒・みりん 粉・ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ・ｹﾁｬｯﾌﾟ・ﾎｰﾙﾄﾏﾄ・ 草・もやし・メンマ・長ねぎ・生姜・にん そ・白みそ・酒・だし汁（むろ鰺・昆
椎茸・醤油・きび砂糖・醤油・酒・ ◆厚揚げ・小松菜・白みそ・赤みそ ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ・ｳｽﾀｰｿｰｽ・中濃ｿｰｽ にく・ｻﾗﾀﾞ油・醤油・塩・黒ｺｼｮｳ・ｽｰ 布）
みりん・酢・だし汁 ・だし汁（むろ鯵・昆布） ・醤油・塩・黒ｺｼｮｳ・ｵｰﾙｽﾊﾟｲｽ・ ﾌﾟ（鶏ｶﾞﾗ・豚骨・煮干し・玉ねぎ・ ◆鮭・小麦粉・片栗粉・菜種油・醤
◆じゃが芋・上白糖・ﾊﾞﾀｰ・ﾁｰｽ・ ◆豚肉・醤油・みりん・生姜・にんに ﾅﾂﾒｸﾞ・赤ﾜｲﾝ・鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ 人参）◆あさり・えび・いか・ﾍﾞｰｺﾝ・ 油・酒・みりん・生姜・水
牛乳・ｽｷﾑﾐﾙｸ・塩 く・小麦粉・かたくり粉・白ごま・菜種 ◆ﾊﾑ・春雨・ひじき・小松菜・醤油 ｷｬﾍﾞﾂ・切り干し大根・ﾎｰﾙｺｰﾝ・ひ ◆小松菜・もやし・糸かつお・醤油

油 ・酢・きび砂糖・ごま油・ﾏｽﾀｰﾄﾞ じき・小麦粉・卵・きび砂糖・ﾍﾞｰｷﾝ
ｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ・塩・菜種油・ｹﾁｬｯﾌﾟ・中
濃ｿｰｽ・赤ﾜｲﾝ・かつお節・青のり
◆豆乳・ﾁｮｺﾚｰﾄ・ﾋﾟｭｱｺｺｱ・きび
砂糖・ｺｰﾝｽﾀｰﾁﾞ

２７ ２８ ２９ 宮小） 5年生現地学習 ３０ 日新）5年生宿泊学習 ７/１ 日新）5年生休業日
ご は ん バターロール ご は ん

冷やしラーメン シーフードピラフ 豆腐のｶﾚｰｿｰｽ煮 チキンクリームシチュー み そ 汁
きなこポテト 豆腐ナゲット 和風サラダ ほうれん草とコーンのサラダ いわしのごまフライ

す い か フルーツサワー ミニトマト 冷凍パイン 変わりきんぴら

◆ｿﾌﾄラーメン（小麦粉・塩・かん水）・ ◆胚芽精米・大麦・ﾊﾞﾀｰ・ﾍﾞｰｺﾝ・ ◆白飯 ◆小麦粉・ｲｰｽﾄ・食塩・ﾏｰｶﾞﾘﾝ・ｼ ◆白飯
ﾊﾑ・もやし・きゅうり・ﾎｰﾙｺｰﾝ・人参 えび・あさり・いか・玉ねぎ・人参・ﾏ ◆豆腐・豚肉・玉ねぎ・人参・生姜 ｮｰﾄﾆﾝｸﾞ・砂糖・脱脂粉乳・全卵 ◆油揚げ・小松菜・えのき茸・白み
・醤油・きび砂糖・酒・みりん・ごま ｯｼｭﾙｰﾑ・ﾊﾟｾﾘ・ｻﾗﾀﾞ油・塩・白ｺ ・にんにく・ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ・りんご・小麦 ◆鶏肉・白ﾜｲﾝ・じゃが芋・玉ねぎ・ そ・赤みそ・酒・だし汁（むろ鰺・昆
油・酢・ﾏｽﾀｰﾄﾞ・白ごま・だし汁（む ｼｮｳ・白ﾜｲﾝ◆焼き豆腐・鶏肉・玉 粉・ｻﾗﾀﾞ油・ｶﾚｰ粉・醤油・ｹﾁｬｯ 人参・ﾊﾟｾﾘ・小麦粉・ﾊﾞﾀｰ・ｻﾗﾀﾞ 布）
ろ鰺・昆布） ねぎ・卵・かたくり粉・塩・黒ｺｼｮｳ・ ﾌﾟ・中濃ｿｰｽ・赤ﾜｲﾝ・塩・鶏がらｽｰ 油・牛乳・豆乳・ﾁｰｽﾞ・ｽｷﾑﾐﾙｸ・ ◆いわし・醤油・酒・生姜・小麦粉・
◆じゃが芋・菜種油・きなこ・きび砂 なたね油・ｹﾁｬｯﾌﾟ・ｳｽﾀｰｿｰｽ・き ﾌﾟ 塩・白ｺｼｮｳ・鶏がらｽｰﾌﾟ・水 卵・白ごま・黒ごま・パン粉・菜種油
糖・塩 び砂糖・赤ﾜｲﾝ・ﾏｽﾀｰﾄ◆みかん ◆大根・きゅうり・人参・しらす干し・ ◆ほうれん草・ﾎｰﾙｺｰﾝ・白ごま・ｻ ◆牛肉・あさり・ごぼう・人参・ｻﾗﾀﾞ

缶・パイン缶・黄桃缶・洋梨缶・夏 酒・醤油・酢・ｻﾗﾀﾞ油・きび砂糖・ ﾗﾀﾞ油・きび砂糖・酢・醤油 油・きび砂糖・醤油・酒・ﾄｳﾊﾞﾝｼﾞｬ
みかん缶・ﾖｰｸﾞﾙﾄ・上白糖・水 ごま油・黒ｺｼｮｳ・白ごま ﾝ・ごま油・白ごま

※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。

※アレルギー対応依頼書では、いち
ごの予定でしたが、数量を確保でき
ないため、冷凍みかんに変更します

野菜食べちゃおデー

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

