
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

区分 基準値 

エネルギー（kcal） ８２０ 

たんぱく質（g） ３０ 

脂肪エネルギー比

（％） 

学校給食による摂取エネ 

ルギー全体の２５～３０ 

食塩相当量（g） ３未満 

カルシウム（mg） ４５０ 

鉄（mg） ４ 

ビタミン A（μgRE） ３００ 

ビタミン B
１
（mg） ０．５ 

ビタミン B
２
（mg） ０．６ 

ビタミン C（mg） ３５ 

食物繊維（g） ６．５ 
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平成２９年(2017 年)4 月 7 日 

札幌市立光陽中学校 

 春の訪れとともに、光陽中学校での新しい生活が始まりました。 

「給食だより」では、さまざまな食に関する情報を発信します。1 年生の給食は 10 日(月)からスタートです。 

安全でおいしい給食作りを目指して、給食室一同頑張ります。ご家庭のご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 学校給食では、基本的に 1 日の栄養摂取基準の 

3分の1の栄養がとれるように値を設定しています。 

光陽中学校の給食時間は、 です。 

小学校に比べると昼食開始の時間が遅くなるので、朝

食をしっかり食べて登校しなければ、授業に集中して

力を発揮することはできません。

を心がけましょう。 

自校炊飯：道産の胚芽精米と大麦を使用し、光

陽中の給食室で炊く「味付けごは

ん」です。 

委託炊飯：工場で炊く「白いごはん」です。 

パン・めん：道産小麦を使用したものです。 

中学校の調理室にはオーブンが設置してありま

す。小学校にはなかったメニューが登場しますので

お楽しみに‼ 

給食の栄養価については、成長期に不足しがちな

の摂取に重点をおいた献立

作りになっています。また、給食の量も小学校と比べ

ると多くなっています。自分に必要な食事量を知り、

しっかりと食べてほしいと思います。 

・衛生的な配膳作業のために、給食当番や配膳作業を手伝う際

には、エプロン・三角巾・マスクの着用が必要です。エプロン・

三角巾・マスクをすべて持たせて下さい。 

・教室の机が食事のテーブルになりますので、清潔なランチマ

ットを持たせて下さい。 

・きれいな手で給食の準備ができるよう、手洗い後に使用する

清潔なハンカチを持たせて下さい。 

保護者の皆さまには準備等でお手数をおかけいたしますが、ご

協力をよろしくお願いいたします。 



 

月 火 水 木 金 

＊牛乳(200ml)は毎日つきます。 

＊卵・乳製品を使用しているものには☆がついています。 

＊果物は予定を載せています。市場の状況により変更する場合があ

ります。ご了承下さい。 

＊海産物(小魚・わかめ)には小さなえび・かに・貝殻が混入してい

る場合があります。 

＊♢は加工食品の原材料です。 

＊△でだし・スープをとります。 

6 日 7 日 

10 日 

わかめごはん 

けんちん汁(醤油) 

サケフライ 

11 日 

ごはん 

マーボー豆腐 

いわしの 

かば焼き開き 

磯和え 

12 日 

☆ツイストパン 

☆チキングラタン 

和風サラダ 

清見オレンジ 

13 日 

カレーライス 

☆ほうれん草と 

コーンのサラダ 

14 日 

しょうゆラーメン 

大学芋 

りんご 

胚芽精米、大麦、酒、炊き込みわか

め、白ごま/鶏肉、酒、豆腐、つきこ

んにゃく、人参、大根、ごぼう、長

ねぎ、油、醤油、食塩△むろあじ、

昆布△/♢しろ鮭、パン粉、小麦粉、

水♢揚げ油、中濃ソース 

豆腐、豚肉、生姜、にんにく、

油、人参、長ねぎ、干しいたけ、

赤みそ、醤油、黒砂糖、きび砂

糖、オイスターソース、酒、ごま

油、豆板醤、唐辛子、片栗粉/いわ

し、酒、小麦粉、片栗粉、揚げ

油、醤油、きび砂糖、みりん風調

味料、生姜、白ごま、片栗粉/小松

菜、もやし、切りのり、醤油 

鶏肉、白ワイン、玉ねぎ、マカロ

ニ、マッシュルーム、人参、油、

小麦粉、バター、牛乳、豆乳、ス

キムミルク、チーズ、食塩、白コ

ショウ、鶏がらスープ、パン粉、

粉チーズ、パセリ/大根、きゅう

り、人参、しらす干し、酒、醤

油、穀物酢、油、きび砂糖、食

塩、ごま油、黒コショウ、白ごま/

清見オレンジ 

豚肉、赤ワイン、じゃがいも、人

参、玉ねぎ、セロリー、りんご、

生姜、にんにく、油、小麦粉、食

塩、カレー粉、カレールウ、ウス

ターソース、ケチャップ、醤油、

赤ワイン、シナモン、オールスパ

イス、鶏がらスープ/ハム、ほうれ

ん草、ホールコーン、白ごま、

油、きび砂糖、穀物酢、醤油、黒

コショウ 

豚肉、メンマ、生姜、にんにく、

醤油、酒、本みりん、油、もや

し、玉ねぎ、人参、長ねぎ、くき

わかめ、食塩、黒コショウ△鳥が

ら、豚骨、昆布、煮干し、玉ね

ぎ、人参/さつまいも、揚げ油、水

あめ、黒砂糖、醤油、穀物酢、黒

ごま/りんご 

17 日 

ビビンバ 

南瓜コロッケ 

☆ヨーグルト和え 

18 日 

ごはん 

豆腐の中華煮(えび) 

春巻 

☆ナムル 

19 日 

☆横割バンズ 

☆ベーコン 

シチュー 

イカバーグ 

☆スライスチーズ 

パイン缶詰 

20 日 

和風そぼろごはん 

味噌汁 

からし和え 

21 日 

パスタミート 

ソース 

あさりのカリッと

サラダ 

 

胚芽精米、大麦、酒、醤油、豚

肉、焼き豆腐、メンマ、長ねぎ、

生姜、にんにく、油、きび砂糖、

みりん風調味料、ごま油、豆板

醤、人参、ほうれん草、もやし、

白ごま、穀物酢、唐辛子/♢西洋か

ぼちゃ、パン粉、マッシュポテ

ト、玉ねぎ、脱脂粉乳、マーガリ

ン、パン粉、上新粉、上白糖、小

麦粉、油(なたね)、水、食塩♢揚

げ油/みかん缶、パイン缶、黄桃

缶、なし缶、ヨーグルト 

豆腐、豚肉、酒、むきえび、人参、

玉ねぎ、たけのこ、たもぎたけ、干

しいたけ、生姜、にんにく、油、醤

油、きび砂糖、食塩、ごま油、片栗

粉/♢たけのこ(水煮)、人参、豚肉

(肩)、ひじき、油(サラダ)、醤油、片

栗粉、上白糖、清酒、調味料、オイ

スターソース、香辛料、小麦粉、食

塩、片栗粉、キシロース、水♢揚げ

油/ハム、ほうれん草、もやし、人

参、醤油、きび砂糖、ごま油、豆板

醤、白ごま 

ベーコン、じゃがいも、玉ねぎ、人

参、パセリ、小麦粉、バター、油、

牛乳、豆乳、チーズ、スキムミルク、

食塩、白コショウ、白ワイン、鶏が

らスープ/♢いか、すけそうだら(す

り身)、玉ねぎ、片栗粉、卵白、食塩、

動物たん白加水分解、水♢揚げ油、

醤油、きび砂糖、みりん風調味料、

片栗粉/スライスチーズ/パイン缶

詰 

鶏肉、焼き豆腐、切り干し大根、

干しいたけ、白ごま、生姜、赤み

そ、醤油、酒、みりん風調味料、

きび砂糖、ごぼう、人参、油揚

げ、ひじき、唐辛子、赤みそ/じゃ

がいも、塩わかめ、長ねぎ、白み

そ、赤みそ△むろあじ、昆布△/小

松菜、もやし、醤油、きび砂糖、

からし 

豚肉ひき肉、大豆水煮、玉ねぎ、

人参、マッシュルーム、セロリ

ー、にんにく、生姜、油、パセ

リ、小麦粉、カレー粉、ケチャッ

プ、トマトピューレ、トマト缶

詰、デミグラスソース、ウスター

ソース、中濃ソース、醤油、食

塩、黒コショウ、赤ワイン、オー

ルスパイス、ナツメグ、鶏がらス

ープ/あさり、生姜、醤油、本みり

ん、小麦粉、片栗粉、揚げ油、き

ゅうり、キャベツ、人参、穀物

酢、きび砂糖、からし、ごま油、

白ごま 

24 日 

チキンウインナー

ライス 

☆ちくわチーズ 

つめフライ 

小松菜と 

ベーコンのサラダ 

25 日 

ごはん 

豚汁 

☆鮭の味噌 

マヨネーズ焼き 

切り干し大根の 

煮付け 

26 日 

☆角食 

ワンタンスープ塩 

お好み揚げ(えび) 

☆チョコクリーム 

27 日 

鶏ミックス丼 

味噌汁 

りんご 

28 日 

たぬきうどん(えび) 

☆チーズポテト 

パイン缶詰 

胚芽精米、大麦、バター、トマト缶

詰、白ワイン、食塩、♢鶏肉、ラー

ド、豚レバー、ひじき、粉末水あめ、

牛乳、食塩、たん白加水分解、香辛

料、酵母エキス、ポークエキス♢ 

玉ねぎ、人参、マッシュルーム、

油、ケチャップ、黒コショウ/白ち

くわ、チーズ、小麦粉、全卵、パ

ン粉、揚げ油/ベーコン、小松菜、

もやし、醤油、穀物酢、油、きび

砂糖、黒コショウ、白ごま 

豚肉、酒、豆腐、じゃがいも、板

こんにゃく、人参、大根、玉ね

ぎ、ごぼう、長ねぎ、生姜、油、

酒、白みそ、赤みそ、唐辛子△む

ろあじ、昆布△/しろ鮭、白ワイ

ン、食塩、黒コショウ、白みそ、

マヨネーズ、パセリ/切り干し大

根、油揚げ、さつま揚げ、人参、

ひじき、油、醤油、きび砂糖、

酒、みりん風調味料、唐辛子△昆

布、むろあじ△ 

ワンタン皮、豚肉、酒、人参、ほ

うれん草、もやし、メンマ、長ね

ぎ、生姜、にんにく、油、醤油、

食塩、黒コショウ△豚骨、昆布、

玉ねぎ、人参△/あさり、むきえ

び、酒、さくらえび、たんざくい

か、ベーコン、キャベツ、切り干

し大根、ホールコーン、ひじき、

小麦粉、全卵、きび砂糖、ベーキ

ングパウダー、揚げ油、ケチャッ

プ、中濃ソース、赤ワイン、糸か

つお、青のり/豆乳、チョコレー

ト、ピュアココア、きび砂糖、コ

ーンスターチ 

鶏肉、生姜、醤油、酒、小麦粉、

片栗粉、揚げ油、人参、たけの

こ、ピーマン、白ごま、きび砂

糖、みりん風調味料、油/大根、油

揚げ、白みそ、赤みそ△むろあ

じ、昆布△/りんご 

あさり、さくらえび、かたくちい

わし、人参、春菊、ごぼう、切り

干し大根、ひじき、小麦粉、全

卵、揚げ油、鶏肉、酒、長ねぎ、

たもぎたけ、干しいたけ、醤油、

きび砂糖、本みりん、穀物酢、唐

辛子△むろあじ、宗田、昆布/じゃ

いがいも、きび砂糖、バター、チ

ーズ、牛乳、スキムミルク/パイン

缶詰 

 小学校で実施したアレルギー調査内容をもとに給食での除去食等の対応を進めます。不明な点がございましたら、

遠慮なくご相談ください。また、使用食材のグラム数等について知りたい場合も学級担任または栄養職員までお問合

せ下さい。 


