
今日から二学期が始まり、学校にも子どもたちの元気な声が帰ってきました。

夏休み中、きっとたくさんの楽しい体験をし、こころも体もグーンと大きく

なったのではないでしょうか？

まだまだ暑さが続きます。熱中症を防ぐためにも、生活リズムを整えるため

にも、朝食をしっかり摂って登校させるようにお願いします。

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

８/２２ ２３ ２４ ２５ 宮の森）６年生現地学習 ２６
ゆであげスパゲティ 黒コッペパン ご は ん

ひじきごはん シーフードトマトソース ﾎﾟｰｸｸﾘｰﾑｼﾁｭｰ 豆腐のｵｲｽﾀｰｿｰｽ煮
始業式 み そ 汁 ストローポテトサラダ ほうれん草とベーコンのサラダ ししゃものから揚げ

鮭の南部揚げ アイスクリーム パイン缶詰 おひたし
◆胚芽精米・大麦・酒・塩・鶏肉・ひ ◆乾燥ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ・ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ・ｻﾗﾀﾞ油 ◆小麦粉・ｲｰｽﾄ・食塩・ﾏｰｶﾞﾘﾝ・ｼｮｰ ◆白飯
じき・油揚げ・しらたき・人参・ｸﾞﾘﾝﾋﾟ ・ﾊﾟｾﾘ・ﾍﾞｰｺﾝ・えび・いか・あさり・玉 ﾄﾆﾝｸﾞ・砂糖・脱脂粉乳・全卵・黒砂 ◆豆腐・豚肉・ﾋﾟｰﾏﾝ・玉ねぎ・長ね
ｰｽ・ｻﾗﾀﾞ油・醤油・きび砂糖・みりん ねぎ・人参・・ｾﾛﾘｰ・にんにく・小麦粉 糖 ぎ・人参・生姜・にんにく・ｻﾗﾀﾞ油・醤
◆豆腐・小松菜・えのき茸・白みそ・ ・ｶﾚｰ粉・ｹﾁｬｯﾌﾟ・ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ・ｳｽﾀｰｿｰ ◆豚肉・じゃが芋・玉ねぎ・人参・ﾊﾟ 油・きび砂糖・ｵｲｽﾀｰｿｰｽ・塩・黒ｺｼｮｳ
赤みそ・だし汁（むろ鯵・昆布） ｽ・中濃ｿｰｽ・醤油・塩・黒ｺｼｮｳ・ｵﾚｶﾞ ｾﾘ・小麦粉・ﾊﾞﾀｰ・ｻﾗﾀﾞ油・牛乳・豆 ・酒・みりん・片栗粉・水
◆鮭・醤油・塩・黒ｺｼｮｳ・酒・小麦粉・ ﾉ・赤ﾜｲﾝ・鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ 乳・ﾁｰｽﾞ・ｽｷﾑﾐﾙｸ・塩・白ｺｼｮｳ・白ﾜｲ ◆ｶﾗﾌﾄししゃも（子持ち）酒・小麦粉
卵・白ごま・水・揚げ油 ◆ﾊﾑ・ｺｰﾝ・ｷｬﾍﾞﾂ・きゅうり・ﾎｰﾙｺｰﾝ・ ﾝ・鶏がらｽｰﾌﾟ ・片栗粉・菜種油・醤油・きび砂糖・

じゃが芋・菜種油・酢・きび砂糖・醤 ◆ﾍﾞｰｺﾝ・ほうれん草・もやし・醤油・ みりん・酢・水
油・塩・黒ｺｼｮｳ・白ごま 酢・ｻﾗﾀﾞ油・きび砂糖・白ごま ◆小松菜・もやし・削り節・醤油

２９ ３０ ３１ ９/１ 宮の森）４年生現地学習 ２ 日新小） 遠 足
ツイストパン

冷やしきつねうどん ポテトスープ 野菜カレー ラム肉のピラフ 厚揚げ入り肉炒め丼
ごまポテト ﾚﾊﾞｰ入りメンチカツ 小松菜とコーンの いわしスパイス揚げ み そ 汁
メ ロ ン 野菜ﾐﾆﾊﾞｲｷﾝｸ サラダ マセドニア 冷凍みかん

◆ｿﾌﾄめん(小麦粉・塩・水)・油揚げ ◆小麦粉・ｲｰｽﾄ・食塩・ﾏｰｶﾞﾘﾝ・ｼｮｰ ◆白飯・豚肉・玉ねぎ・かぼちゃ・人 ◆胚芽精米・大麦・ﾊﾞﾀｰ・塩・ｶﾚｰ粉 ◆白飯・豚肉・メンマ・人参・塩・黒ｺｼ
・干し椎茸・ほうれん草・長ねぎ・醤 ﾄﾆﾝｸﾞ・砂糖・脱脂粉乳・全卵 参・なす・さやいんげん・しめじ・ｾﾛﾘｰ ・水・ラム肉・にんにく・白ﾜｲﾝ・塩・黒ｺ ｮｳ・ｻﾗﾀﾞ油・もやし・ほうれん草・厚
油・きび砂糖・酒・みりん・酢・だし汁 ◆ﾍﾞｰｺﾝ・じゃが芋・人参・玉ねぎ・ﾊﾟ ・りんご・生姜・にんにく・ｻﾗﾀﾞ油・小 ｼｮｳ・玉ねぎ・人参・ﾏｯｼｭﾙｰﾑ・ﾋﾟｰﾏﾝ・ 揚げ・小麦粉・かたくり粉・菜種油・
（むろ鯵・昆布） ｾﾘ・醤油・塩・黒ｺｼｮｳ・白ﾜｲﾝ・ｽｰﾌﾟ 麦粉・ｶﾚｰ粉・ｶﾚｰﾙｳ・ｳｽﾀｰｿｰｽ・ﾄﾏﾄ・ 赤ﾋﾟｰﾏﾝ・黄ﾋﾟｰﾏﾝ・ｻﾗﾀﾞ油・塩 醤油・玉ねぎ・みりん・りんご・ｳｽﾀｰｿ
◆じゃが芋・菜種油・白すりごま・き （鶏ｶﾞﾗ・玉ねぎ） ｹﾁｬｯﾌﾟ・醤油・赤ﾜｲﾝ・塩・黒ｺｼｮｳ・ｼ ◆いわし・生姜・にんにく・酒・醤油・ ｰｽ・きび砂糖・生姜・にんにく・ﾄｳﾊﾞﾝ
び砂糖・塩 ◆牛肉・豚肉・玉ねぎ・豚ﾚﾊﾞｰ・で ﾅﾓﾝ・鶏がらｽｰﾌﾟ 塩・かたくり粉・小麦粉・ｶﾚｰ粉・ﾁﾘﾊﾟ ｼﾞｬﾝ・ごま油・水・白ごま

ん粉・植物性たん白・塩・醤油・ｹﾁｬｯ ◆小松菜・ｺｰﾝ・白ごま・ｻﾗﾀﾞ油・き ｳﾀﾞｰ・黒ｺｼｮｳ・菜種油 ◆小松菜・たもぎ茸・玉ねぎ・白み
ﾌﾟ・香辛料・パン粉・小麦粉・塩・水・ び砂糖・酢・醤油 ◆みかん缶・洋梨缶・白桃缶・黄桃 そ・赤みそ・だし汁（むろ鯵・昆布）
菜種油・ｹﾁｬｯﾌﾟ・ｳｽﾀｰｿｰｽ・きび砂 缶・ぶどう缶・ｵﾚﾝｼﾞｼﾞｭｰｽﾞ・上白糖
糖・赤ﾜｲﾝ・ﾏｽﾀｰﾄﾞ ・水
◆ミニトマト・とうもろこし・枝豆・きゅ
うり・塩

５ ６ ７ ８ ９
ご は ん バターロール

ゆであげスパゲティ たきこみいなり きのこ汁 塩ワンタンスープ ハヤシライス
ミートソース 鮭の竜田揚げ 豚肉のごま揚げ お好み揚げ（えび入り） あさりのサラダ

青のりポテト み そ 汁 磯 和 え とうもろこし 巨 峰

◆乾燥ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ・ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ・ｻﾗﾀﾞ油 ◆胚芽精米・大麦・上白糖・酢・塩・ ◆白飯 ◆小麦粉・ｲｰｽﾄ・食塩・ﾏｰｶﾞﾘﾝ・ｼｮｰ ◆白飯・豚肉・玉ねぎ・人参・じゃが
・ﾊﾟｾﾘ豚肉・玉ねぎ・人参・大豆・ﾏｯｼ 水・油揚げ・人参・干し椎茸・ひじき・ ◆しめじ・えのき茸・なめこ・人参・大 ﾄﾆﾝｸﾞ・砂糖・脱脂粉乳・全卵 芋・ｾﾛﾘｰ・生姜・にんにく・ﾏｯｼｭﾙｰﾑ・
ｭﾙｰﾑ・ｾﾛﾘｰ・にんにく・小麦粉・ｻﾗﾀﾞ 醤油・きび砂糖・酒・みりん・水・白ご 根・ごぼう・長ねぎ油揚げ・ｻﾗﾀﾞ油・ ◆ﾜﾝﾀﾝ皮・豚肉・人参・ほうれん草・ ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ・ｻﾗﾀﾞ油・小麦粉・ｶﾚｰ粉・
油・ｶﾚｰ粉・ｹﾁｬｯﾌﾟ・ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ・ﾃﾞﾐ ま・焼きのり 赤みそ・白みそ・酒・だし汁（むろ鯵・ もやし・メンマ・長ねぎ・生姜・にんに ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ・ｹﾁｬｯﾌﾟ・ﾄﾏﾄ・ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰ
ｸﾞﾗｽｿｰｽ・ｳｽﾀｰｿｰｽ・中濃ｿｰｽ・醤油・ ◆鮭・生姜・酒・醤油・白ごま・小麦 昆布） く・ｻﾗﾀﾞ油・醤油・酒・塩・黒ｺｼｮｳ・ｽｰ ｽ・ｳｽﾀｰｿｰｽ・中濃ｿｰｽ・醤油・塩・黒ｺ
塩・黒ｺｼｮｳ・ｵｰﾙｽﾊﾟｲｽ・ﾅﾂﾒｸﾞ・赤ﾜｲ 粉・片栗粉・菜種油 ◆豚肉・醤油・みりん・生姜・にんにく ﾌﾟ（鶏がら・豚骨・昆布・玉ねぎ・人 ｼｮｳ・ｵｰﾙｽﾊﾟｲｽ・ﾅﾂﾒｸﾞ・赤ﾜｲﾝ・鶏が
ﾝ・鶏がらｽｰﾌﾟ ◆豆腐・小松菜・えのき茸・白みそ・ ・小麦粉・かたくり粉・白ごま・菜種油 参）◆あさり・えび・いか・ﾍﾞｰｺﾝ・ｷｬ らｽｰﾌﾟ
◆じゃが芋・菜種油・塩・青のり 赤みそ・だし汁（むろ鯵・昆布） ◆小松菜・もやし・のり・醤油 ﾍﾞﾂ・切り干し大根・ｺｰﾝ・ひじき・小 ◆あさり・生姜・酒・みりん・きゅうり・ｷ

麦粉・卵・ﾍﾞｰｷﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ・菜種油・ ｬﾍﾞﾂ・人参・醤油・酢・きび砂糖・ﾏｽﾀ
ｹﾁｬｯﾌﾟ・きび砂糖・水・赤ﾜｲﾝ・削り ｰﾄﾞ・ごま油・白ごま
節・青のり

★８月30日の夏野菜ミニﾊﾞｲｷﾝｸﾞについては、後日別紙でお知らせします。

★９月８日（木）は、ﾌｰﾄﾞﾘｻｲｸﾙ堆肥で育った札幌産のとうもろこしを使用する予定です。

野菜たべちゃおデー

ﾌｰﾄﾞﾘｻｲｸﾙ

ランチマット・エプロン・

帽子・マスク・ハンカチ

の用意を忘れずに

お願いします。

8.3.1 で野菜の日



月 火 水 木 金

９/１２ １３ １４ １５ 宮の森）5年生宿泊学習 １６ 宮の森）5年生宿泊学習
ご は ん

五目うどん シーフードピラフ 中華スープ 背割りコッペ ご は ん
ごまだんご カレーコロッケ マーボーなす かぼちゃのﾎﾟﾀｰｼﾞｭ さつま汁

梨 ハムコーンサラダ ひじき入りぎょうざ フランクフルト さんまの煮付け
り ん ご からし和え

◆ｿﾌﾄめん(小麦粉・塩・水)・鶏肉・ ◆胚芽精米・大麦・ﾊﾞﾀｰ・白ﾜｲﾝ・水 ◆白飯 ◆小麦粉・ｲｰｽﾄ・食塩・ﾏｰｶﾞﾘﾝ・ｼｮｰ ◆白飯
油揚げ・つと・人参・ほうれん草・ご ・ﾍﾞｰｺﾝ・えび・あさり・いか・玉ねぎ・ ◆ｺｰﾝ・卵・豆腐・たもぎ茸・きくらげ・ ﾄﾆﾝｸﾞ・砂糖・脱脂粉乳・全卵 ◆豚肉・酒・さつま芋・豆腐・こんに
ぼう・長ねぎ・干し椎茸・たもぎ茸・ 人参・ﾏｯｼｭﾙｰﾑ・ﾊﾟｾﾘ・ｻﾗﾀﾞ油・塩・ 春雨・ほうれん草・醤油・酒・塩・黒ｺ ◆ﾍﾞｰｺﾝ・かぼちゃ・玉ねぎ・ｾﾛﾘｰ・ ゃく・人参・大根・ごぼう・長ねぎ・ｻﾗ
醤油・きび砂糖・酒・みりん・酢・唐辛 白ｺｼｮｳ ｼｮｳ・ごま油・片栗粉・鶏がらｽｰﾌﾟ・ ﾊﾟｾﾘ・小麦粉・ﾊﾞﾀｰ・ｻﾗﾀﾞ油・牛乳・ ﾀﾞ油・赤みそ・白みそ・酒・だし汁
子・だし汁（むろ鯵・昆布） ◆じゃが芋・豚肉・玉ねぎ・三温糖・ だし汁（昆布・むろ鯵） 豆乳・ｽｷﾑﾐﾙｸ・ﾁｰｽﾞ・白ﾜｲﾝ・塩・白ｺ （むろ鯵・昆布）
◆白玉もち・黒すりごま・きび砂糖・ みりん・酒・塩・醤油・ｶﾚｰ粉・植物油 ◆なす・菜種油・豚肉・人参・長ねぎ ｼｮｳ・鶏がらｽｰﾌﾟ ◆さんま・生姜・酒・醤油・きび砂糖・
醤油 脂・牛乳・小麦粉・パン粉・水・菜種 ・干し椎茸・生姜・にんにく・ｻﾗﾀﾞ油・ ◆豚肉・豚脂肪・塩・たん白加水分 みりん・酢・水

油 きび砂糖・酒・みりん・醤油・片栗粉・ 解物・酵母エキス・砂糖・粉末水あ ◆ﾊﾑ・ほうれん草・もやし・醤油・きび
◆ﾊﾑ・ｺｰﾝ・ｷｬﾍﾞﾂ・醤油・酢・きび砂 水・ﾄｳﾊﾞﾝｼﾞｬﾝ め・香辛料・貝ｶﾙｼｳﾑ・ｹﾁｬｯﾌﾟ・ｳｽﾀｰ 砂糖・からし
糖・ごま油・ﾏｽﾀｰﾄﾞ ◆豚肉・ｷｬﾍﾞﾂ・ひじき・豚脂・鶏肉・ ｿｰｽ・きび砂糖・ﾏｽﾀｰﾄﾞ・赤ﾜｲﾝ

長ねぎ・でん粉・ごま油・砂糖・醤油
・生姜・椎茸・ﾎﾀﾃｴｷｽ・塩・ｶﾆｴｷｽ・ｺｼｮ

今年の十五夜は9/15です ｳ・菜種油

１９ ２０ ２１ 日新）４年生現地学習 ２２ ２３

敬老の日 鶏ごぼうごはん たぬきうどん（えび入り） 秋分の日 豆とひき肉のカレー
み そ 汁 チーズポテト ほうれん草とコーンのサラダ

ちくわの磯部揚げ 梨 巨 峰

◆胚芽精米・大麦・塩・水・鶏肉・豆 ◆ｿﾌﾄめん(小麦粉・塩・水)・えび・あ ◆白飯・牛肉・豚肉・玉ねぎ・人参・
腐・ごぼう・人参・油揚げ・生姜・醤 さり・人参・春菊・ごぼう・切り干し大 ｾﾛﾘｰ・生姜・にんにく・白いんげん豆
油・赤みそ・きび砂糖・酒・みりん・ｻﾗ 根・ひじき・小麦粉・卵・水・菜種油・ ・ﾊﾟｾﾘ・ﾚｰｽﾞﾝ・小麦粉・ｶﾚｰ粉・ｳｽﾀｰ
ﾀﾞ油・白ごま 鶏肉・つと・ほうれん草・長ねぎ・たも ｿｰｽ・中濃ｿｰｽ・ｹﾁｬｯﾌﾟ・醤油・赤ﾜｲﾝ
◆厚揚げ・小松菜・白みそ・赤みそ ぎ茸・干し椎茸・醤油・きび砂糖・酒 ・塩・黒ｺｼｮｳ・ｵｰﾙｽﾊﾟｲｽ・ﾅﾂﾒｸﾞ
だし汁（むろ鯵・昆布） ・みりん・酢・一味唐辛子・だし汁（む ◆ほうれん草・ｺｰﾝ・白ごま・ｻﾗﾀﾞ油
◆ちくわ・小麦粉・たまご・青のり・水・ ろ鯵・昆布） ・きび砂糖・酢・醤油
菜種油 ◆じゃが芋・上白糖・ﾊﾞﾀｰ・ﾁｰｽﾞ・牛

乳・ｽｷﾑﾐﾙｸ・塩

２６ ２７ ２８ ２９ ３０
鮭ごはん ツイストパン ご は ん

しょうゆラーメン けんちん汁 鶏ミックス丼 あさりのチャウダー 豆腐の中華煮（えび入り）
きなこポテト コーンフライ み そ 汁 厚揚げサラダ ししゃものピリカラ揚げ

み か ん ミニトマト り ん ご 温州みかんゼリー 切干大根のサラダ

◆ｿﾌﾄﾗｰﾒﾝ（小麦粉・塩・かんすい）・ ◆胚芽精米・大麦・酒・水・鮭・醤油・ ◆白飯・鶏肉・生姜・厚揚げ・小麦 ◆小麦粉・ｲｰｽﾄ・食塩・ﾏｰｶﾞﾘﾝ・ｼｮｰ ◆白飯
豚肉・メンマ・生姜・にんにく・ｻﾗﾀﾞ油 炊き込みわかめ・白ごま 粉・片栗粉・菜種油・人参・玉ねぎ・ ﾄﾆﾝｸﾞ・砂糖・脱脂粉乳・全卵 ◆豆腐・豚肉・えび・人参・玉ねぎ・
・つと・もやし・玉ねぎ・人参・長ねぎ・ ◆鶏肉・豆腐・つきこんにゃく・人参・ たけのこ・干し椎茸・ﾋﾟｰﾏﾝ・ｻﾗﾀﾞ油・ ◆あさり・ﾍﾞｰｺﾝ・じゃが芋・玉ねぎ・ たけのこ・干し椎茸・黒きくらげ・生
ほうれん草・茎わかめ・醤油・みりん 大根・ごぼう・長ねぎ・ｻﾗﾀﾞ油・醤油 白ごま・醤油・きび砂糖・酒・みりん・ 人参・ﾊﾟｾﾘ・小麦粉・ﾊﾞﾀｰ・ｻﾗﾀﾞ油・ 姜・にんにく・ｻﾗﾀﾞ油・醤油・きび砂
・塩・黒ｺｼｮｳ・ｽｰﾌﾟ（鶏がら・豚骨・昆 ・塩・酒・だし汁（むろ鯵・昆布） 水 牛乳・豆乳・ｽｷﾑﾐﾙｸ・ﾁｰｽﾞ・白ﾜｲﾝ・ 糖・酒・塩・黒ｺｼｮｳ・ごま油・片栗粉・
布・玉ねぎ・人参） ◆とうもろこし・牛乳・小麦粉・植物 ◆じゃが芋・塩わかめ・長ねぎ・白み 塩・白ｺｼｮｳ・鶏がらｽｰﾌﾟ 水
◆じゃが芋・菜種油・きな粉・きび砂 油脂・全粉乳・パン粉・水・砂糖・塩・ そ・だし汁（むろ鯵・昆布） ◆厚揚げ・生姜・醤油・酒・片栗粉・ ◆ｶﾗﾌﾄししゃも（子持ち）・小麦粉・
糖・塩 菜種油 小麦粉・菜種油・ｷｬﾍﾞﾂ・きゅうり・人 菜種油・醤油・きび砂糖・酒・ﾄｳﾊﾞﾝ

参・醤油・きび砂糖・酢・ごま油・白 ｼﾞｬﾝ・水
ごま ◆切り干し大根・ほうれん草・人参・
◆温州みかん果汁・砂糖・粉あめ・ 白ごま・醤油・きび砂糖・ごま油・酢・
ｹﾞﾙ化剤・酸味料・ﾋﾞﾀﾐﾝC・水 一味唐辛子

※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。

９月は食生活改善普及月間 今年度の基本テーマは「食事をおいしくバランスよく」です。

生活習慣病を防ぎ、健康寿命をのばすために…

「毎日プラス１皿の野菜」「おいしく減塩１日マイナス２ｇ」が目標です！

毎日の食生活をふり返り、家族みんで健康を維持できるよう、できるところから改善していきましょう！

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/

