
７月
今年の６月は夏らしい日が少なかった札幌ですが、徐々に気温も上がってきました。

これから気温の上昇とともに、食中毒が多く発生する季節を迎えます。給食室でも年
間を通して、衛生管理に注意を払っていますが、特にこの時期は、より一層気をつけ
て調理を行っています。

ご家庭でも、食中毒予防の３原則を守って、元気に夏を過ごしましょう。

食 中 毒 予 防 の ３ 原 則
食中毒の原因となる微生物の多くは、食品中で大量に増えることにより、食中毒を引き起こします。

このため、食中毒を予防するには、「菌をつけない」「菌を増やさない」「菌をやっつける」ことが大切です。

原則１ 菌をつけない！（清潔） 原則２ 菌を増やさない！（迅速・冷却）
不衛生な調理器具や取扱いにより、食品が汚染さ 微生物の多くは、温度管理が悪いと時間の経過と

れないようにすることが大切です。 共に増えます。

・調理前や調理中、盛り付け時などは、 ・食品は冷蔵庫では10℃以下、冷凍庫では
しっかり手を洗いましょう。 －15℃以下で保存しましょう。
⇒ 基本は手洗い！ ・食材や調理済みの食品を室温で

・食品は相互汚染しないよう、適正に 放置しないようにしましょう。
保管しましょう。 ・調理済みの食品は、できる
⇒ 肉や魚、卵などの取り扱いに注意！ だけ早く食べましょう。

原則３ 菌をやっつける！（加熱）
多くの食中毒菌は熱に弱いので、食品の中心まで十分に加熱することが

食中毒予防に有効です。調理済み食品の再加熱もしっかりと！

・中心部までしっかり加熱しましょう。⇒ 肉の生食は危険です！

さっぽろ学校給食フードリサイクル

札幌市では、従来からゴミの分別、資源化の促進に取り組ん
でいますが、その一環として学校給食をつくる過程で発生する
調理くずや残食などの生ゴミをたい肥化し、そのたい肥を利用
して作物を栽培し、その作物を学校給食の食材に用いて子ども
たちが食するという食の循環「さっぽろ学校給食フードリサイ
クル」を平成１８年度から行っています。

また、このたい肥は学校の教材園でも使用しています。

今年度も昨年に引き続き、フードリサイクルたい肥を利用し
た「札幌産レタス」が全市小中学校の学校給食に供給されます。

～7月４日の「焼豚チャーハン」に使用する予定です～

リザーブ給食

「北海道（釧路）バーガーを作ろう」をめあてに、７月２１日（水）に実施します。
事前に子どもたち自身で、「たらフライ」か「ざんたれ」のどちらかを選んで予約します。
リザーブ給食終了後、お子さんがプリントを持ち帰りますので、一緒にご覧ください。

75℃

1分以上



＊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。
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レタス入り 冷 麦 ご は ん ツイストパン シーフードカレー
焼豚チャーハン ごまみそポテト マーボー豆腐 麦入り野菜スープ 小松菜サラダ
野菜コロッケ 冷凍みかん ししゃものピリカラ揚げ サケフライ ミニトマト

ヨーグルトあえ 切干大根のナムル メ ロ ン

◆胚芽精米・大麦・豚肉・人参・玉 ◆ソフト冷麦（小麦粉・塩）・油揚げ ◆白飯 ◆小麦粉・ｲｰｽﾄ・食塩・ﾏｰｶﾞﾘﾝ・ｼ ◆白飯・えび・いか・あさり・白ﾜｲﾝ・
ねぎ・ﾎｰﾙｺｰﾝ・干し椎茸・長ねぎ・ ・干し椎茸・つと・きゅうり・長ねぎ・ ◆豆腐・豚肉・生姜・にんにく・ｻﾗ ｮｰﾄﾆﾝｸﾞ・砂糖・脱脂粉乳・全卵 じゃが芋・人参・玉ねぎ・ｾﾛﾘｰ・りん
生姜・にんにく・レタス・ｻﾗﾀﾞ油・醤 醤油・きび砂糖・酒・みりん・酢・だ ﾀﾞ油・人参・長ねぎ・干し椎茸・赤 ◆ﾍﾞｰｺﾝ・人参・玉ねぎ・ｷｬﾍﾞﾂ・ｾ ご・生姜・にんにく・ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ・ｻﾗﾀﾞ
油・酒・みりん・ごま油・塩・黒ｺｼｮｳ し汁（むろ鯵・昆布） みそ・醤油・きび砂糖・酒・ごま油・ﾄ ﾛﾘｰ・大麦・醤油・塩・白ｺｼｮｳ・白ﾜ 油・小麦粉・ｶﾚｰ粉・ｶﾚｰﾙｳ・ｳｽﾀｰ
◆じゃが芋・豚肉・玉ねぎ・とうもろ ◆じゃが芋・菜種油・白みそ・きび ｳﾊﾞﾝｼﾞｬﾝ・片栗粉・水 ｲﾝ・鶏がらｽｰﾌﾟ ｿｰｽ・中濃ｿｰｽ・ｹﾁｬｯﾌﾟ・醤油・赤
こし・にんじん・ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ・ｽｷﾑﾐﾙｸ 砂糖・みりん・白すりごま・水 ◆ｶﾗﾌﾄししゃも（子持ち）片栗粉・ ◆鮭・パン粉・小麦粉・水・菜種油 ﾜｲﾝ・塩・ｵｰﾙｽﾊﾟｲｽ・ﾅﾂﾒｸﾞ・鶏ｶﾞ
・植物油脂・醤油・三温糖・塩・みり 小麦粉・菜種油・醤油・きび砂糖・ ・中濃ｿｰｽ ﾗｽｰﾌﾟ
ん・酒・ｺｼｮｳ・水・小麦粉・パン粉・ 酒・ﾄｳﾊﾞﾝｼﾞｬﾝ・水 ◆ハム・春雨・ひじき・小松菜・醤
ごま ◆切り干し大根・ほうれん草・人参 油・酢・きび砂糖・ごま油・ﾏｽﾀｰﾄﾞ
◆みかん缶・パイン缶・黄桃缶・洋 ・白ごま・醤油・きび砂糖・ごま油・
梨缶・夏みかん缶・ﾖｰｸﾞﾙﾄ 酢・一味唐辛子

１１ 日新）６年生修学旅行 １２ 日新）６年生修学旅行 １３ 日新）６年生休業日 １４ 宮の森）６年生修学旅行 １５ 宮の森）６年生修学旅行
宮の森）４年生現地学習

ﾋﾟﾘｶﾗ冷しラーメン チキンウインナーライス 味噌かつ丼 レーズンパン 鮭ミックス丼
厚揚げと ちくわチーズつめ揚げ すまし汁 ベーコンシチュー み そ 汁

さつま芋の甘煮 ほうれん草と おひたし あさりのカリッとサラダ 磯 和 え
す い か ベーコンのサラダ さくらんぼ

◆ﾗｰﾒﾝ（小麦粉・塩・かん水）ﾊﾑ・ ◆胚芽精米・大麦・ﾊﾞﾀｰ・ﾄﾏﾄｼﾞｭｰ ◆白飯・豚肉・塩・黒ｺｼｮｳ・麦粉・ ◆小麦粉・ｲｰｽﾄ・食塩・ﾏｰｶﾞﾘﾝ・ｼ ◆白飯・鮭・厚揚げ・生姜・小麦粉
人参・きゅうり・ﾎｰﾙｺｰﾝ・醤油・きび ｽ・白ﾜｲﾝ・塩・水・ﾁｷﾝﾚﾊﾞｰｳﾝﾅｰ 卵・パン粉・菜種油・赤みそ・きび ｮｰﾄﾆﾝｸﾞ・砂糖・脱脂粉乳・全卵・ﾚ ・片栗粉・菜種油・玉ねぎ・たけの
砂糖・赤みそ・酒・玉ねぎ・生姜・に ・玉ねぎ・人参・ﾏｯｼｭﾙｰﾑ・ｸﾞﾘﾝﾋﾟ 砂糖・醤油・酒・みりん・ごま油・白 ｰｽﾞﾝ こ・人参・ｻﾗﾀﾞ油・醤油・きび砂糖
んにく・ﾄｳﾊﾞﾝｼﾞｬﾝ・ｳｽﾀｰｿｰｽ・酢・ ｰｽ・ｻﾗﾀﾞ油・ｹﾁｬｯﾌﾟ・塩・黒ｺｼｮｳ ごま・水 ◆ﾍﾞｰｺﾝ・じゃが芋・玉ねぎ・人参・ ・みりん・酒・水・白ごま
ごま油・ﾗｰ油・白すりごま・だし汁 ◆白ちくわ・チーズ・小麦粉・卵・水 ◆豆腐・塩わかめ・干し椎茸・長ね ﾊﾟｾﾘ・小麦粉・ﾊﾞﾀｰ・ｻﾗﾀﾞ油・牛 ◆人参・大根・ごぼう・白みそ・赤
（むろ鰺・昆布） ・パン粉・菜種油 ぎ・醤油・酒・塩・だし汁(むろ鯵・昆 乳・豆乳・ﾁｰｽﾞ・ｽｷﾑﾐﾙｸ・塩・白ｺ みそ・だし汁（むろ鰺・昆布）
◆厚揚げ・さつま芋・菜種油・きび ◆ほうれん草・醤油・酢・ｻﾗﾀﾞ油・ 布) ｼｮｳ・白ﾜｲﾝ・鶏がらｽｰﾌﾟ ◆小松菜・もやし・のり・醤油
砂糖・醤油・酒・片栗粉・水 きび砂糖・白ごま ◆小松菜・白菜・かつお節・醤油 ◆あさり・生姜・みりん・小麦粉・片

栗粉・菜種油・きゅうり・ｷｬﾍﾞﾂ・人
参・醤油・酢・きび砂糖・ﾏｽﾀｰﾄﾞ・ご
ま油・白ごま

１８ １９ ２０ ２１ 日新）日だまり学級現地学習 ２２
ﾞ

深川めし ミートとズッキーニ 横割りバンズパン ご は ん
海 の 日 み そ 汁 のスパゲティ キャロットポタージュ ジンギスカン

シューマイ ほうれん草としめじ たらフライまたはざんたれ たたききゅうり
フリッター のサラダ 冷凍パイン 温州みかんゼリー

◆胚芽精米・大麦・酒・塩・だし汁 ◆（乾）ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ・ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ・ﾊﾟｾ ◆小麦粉・ｲｰｽﾄ・食塩・ﾏｰｶﾞﾘﾝ・ｼ ◆白飯
（昆布）・あさり・生姜・人参・ごぼう・ ﾘ・豚肉・玉ねぎ・人参・大豆・ﾏｯｼ ｮｰﾄﾆﾝｸﾞ・砂糖・脱脂粉乳・全卵 ◆ラム肉・玉ねぎ・もやし・ﾋﾟｰﾏﾝ・ｷ
ｻﾗﾀﾞ油・醤油・赤みそ・きび砂糖・ ｭﾙｰﾑ・ｾﾛﾘｰ・にんにく・ｽﾞｯｷｰﾆ・小 ◆ﾍﾞｰｺﾝ・玉ねぎ・人参・じゃが芋・ ｬﾍﾞﾂ・ｻﾗﾀﾞ油・じゃが芋・菜種油・
みりん・ 麦粉・ｶﾚｰ粉・ｻﾗﾀﾞ油・ｹﾁｬｯﾌﾟ・ﾄ ﾊﾟｾﾘ・小麦粉・ﾊﾞﾀｰ・ｻﾗﾀﾞ油・ﾁｰ 生姜・にんにく・みりん・醤油・りんご
葉大根・塩 ﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ・ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ・ｳｽﾀｰｿｰｽ ｽﾞ・ｽｷﾑﾐﾙｸ・牛乳・豆乳・塩・白ｺ ・きび砂糖・ｹﾁｬｯﾌﾟ・ｳｽﾀｰｿｰｽ・赤
◆厚揚げ・小松菜・白みそ・赤みそ ・中濃ｿｰｽ・醤油・塩・黒ｺｼｮｳ・ﾅﾂ ｼｮｳ・白ﾜｲﾝ・鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ ﾜｲﾝ
・だし汁（むろ鰺・昆布） ﾒｸﾞ・赤ﾜｲﾝ・鶏がらｽｰﾌﾟ ◆鱈・パン粉・ﾊﾞｯﾀｰﾐｯｸｽ・塩・ｺｼ ◆きゅうり塩・醤油・きび砂糖・ごま
◆ﾎﾟｰｸｼｭｰﾏｲ（豚肉・牛肉・鶏肉・ ◆ハム・ほうれん草・コーン・しめじ・ ｮｳ・菜種油・ｹﾁｬｯﾌﾟ・ｳｽﾀｰｿｰｽ・ 油・白ごま
玉ねぎ・でん粉・大豆たん白・ﾎﾟｰｸ みりん・醤油・ｻﾗﾀﾞ油・きび砂糖・ きび砂糖・赤ﾜｲﾝ・ﾏｽﾀｰﾄﾞ ◆温州みかん果汁・砂糖・水あめ・
ｴｷｽ・酒・砂糖・塩・醤油・小麦粉・ 酢・黒ｺｼｮｳ ◆鶏肉・生姜・にんにく・片栗粉・菜 ｹﾞﾙ化剤・酸味料・ﾋﾞﾀﾐﾝＣ・水
香辛料・水）・小麦粉・ﾍﾞｰｷﾝｸﾞﾊﾟｳ 種油・醤油・きび砂糖・酒・みりん・
ﾀﾞｰ・卵・牛乳・菜種油 酢・黒ｺｼｮｳ・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。

リザーブきゅうしょく

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/

