
 
  

月 火 水 木 金 

2 日 

ひじきごはん 

☆鮭の 

クラッカー揚げ 

ごま和え 

3 日 

ごはん 

肉片湯(ローペンタン) 

☆野菜コロッケ 

のりの佃煮 

4 日 

☆コッペパン 

ワンタンスープ醤油 

☆お好み揚げ(えび) 

☆ヨーグルト和え 

5 日 

カレーライス 

☆ほうれん草と 

 しめじのサラダ 

 

6 日  

肉うどん 

ごまだんご 

黄桃缶 

胚芽精米、大麦、酒、食塩、鶏肉、

ひじき、油揚げ、しらたき、人参、

油、醤油、きび砂糖、本みりん/しろ

鮭、食塩、黒コショウ、酒、小麦粉、

全卵、クラッカー、揚げ油/小松菜、

もやし、白ごま、きび砂糖、醤油 

豚肉、生姜、醤油、酒、片栗粉、人

参、白菜、干しいたけ、たけのこ、

ほうれん草、長ねぎ、食塩、黒コシ

ョウ、本みりん、ごま油、鶏がらス

ープ/♢じゃがいも、豚肉もも、玉

ねぎ、とうもろこし、人参、グリン

ピース、スキムミルク、マーガリン、

醤油、三温糖、食塩、みりん風調味

料、清酒、白こしょう、水、小麦粉、

パン粉、ごま♢揚げ油/もみのり、

ひじき、醤油、酒、本みりん、きび

砂糖、水あめ 

ワンタン皮、豚肉、酒、人参、ほう

れん草、もやし、玉ねぎ、メンマ、

長ねぎ、生姜、にんにく、油、食塩、

醤油、黒コショウ△鳥がら、豚骨、

昆布、玉ねぎ、人参△/あさり、むき

えび、酒、さくらえび素干し、たん

ざくいか、酒、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/パイン缶、黄桃缶、なし

缶、ヨーグルト 

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、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、食塩、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、ぶなしめじ、醤油、本みりん、

白ごま、油、きび砂糖、穀物酢、黒

コショウ 

豚肉、醤油、酒、本みりん、油揚げ、

人参、ほうれん草、長ねぎ、干しい

たけ、たもぎたけ、きび砂糖、穀物

酢、唐辛子△むろあじ、昆布△/白

玉もち、黒ごま、きび砂糖、食塩/黄

桃缶 

平成２９年(2017 年)9 月 28 日 

札幌市立光陽中学校 

 世界では、すべての人が十分に食べられるだけの食料が生産されているのに、7 億 9500 万人が飢えてい

ます。9 人に 1 人が栄養不足と言われています。日本では、61％の食料を海外から輸入している一方で、ま

だ食べられるのに捨てられる食料が 621 万トン、そのうち家庭からは 282 万トンの食料が捨てられていま

す。家庭からは、賞味期限切れのものや食べ残しが多く捨てられています。 

 
札幌市の家庭から出る生ごみの中

には、

が年間で、 も

捨てられています。 

バター＆ジャムの朝食セットなど同じ用途

のものや、賞味期限・消費期限の近いもの

をひとまとめに。 

 

中身と残量がひと目でわかる透明の保存容器を

活用しましょう。 

調味料はドアポケット、肉類はチルド室の

右側など定位置を決めておけば、食品の迷

子を防げます。 

使いかけの野菜はトレイを置いてひとまとめ

に。見やすい場所に設置することがポイント。 

他にも買い物をする時には、冷蔵庫の中を携帯

電話で撮影したり、少量パックやばら売りの食材

を選択し、使い切れる量だけを購入するのがコツ

です。料理の際は、食べきれる量だけ作ったり、

使い切れるレシピで料理することがコツ。 



 

月 火 水 木 金 

9 日  

 

10 日 

ごはん 

豆腐の 

オイスターソース煮 

☆エビバーグ 

☆切り干し大根の 

ナムル 

11 日 

☆背割コッペ 

☆パンプキン 

シチュー 

焼フランク 

柿

12 日 

豚ミックス丼 

味噌汁(あさり) 

りんご 

13 日  

塩ラーメン 

☆チーズポテト焼き 

パイン缶 

 

 

豆腐、豚肉、酒、ピーマン、長ねぎ、

人参、たけのこ、生姜、にんにく、

油、醤油、きび砂糖、オイスターソ

ース、黒コショウ、酒、片栗粉、鶏

がらスープ/♢むきえび、すけそう

だら(すり身)、玉ねぎ、片栗粉、卵

白、はちみつ、食塩、白こしょう♢ 

揚げ油、醤油、きび砂糖、本みりん、

片栗粉/切り干し大根、醤油、ほう

れん草、人参、ハム、白ごま、きび

砂糖、ごま油、豆板醤 

ベーコン、かぼちゃ、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/♢豚肉、食塩♢ケチャップ、中

濃ソース、赤ワイン、きび砂糖、か

らし/柿 

豚肉、酒、醤油、生姜、片栗粉、小

麦粉、揚げ油、厚揚げ、玉ねぎ、た

けのこ、人参、ピーマン、油、きび

砂糖、本みりん、白ごま/ 、

酒、ごぼう、小松菜、長ねぎ、赤み

そ、白みそ△むろあじ、昆布△/り

んご 

豚肉、生姜、にんにく、醤油、酒、

油、メンマ、もやし、人参、玉ねぎ、

白菜、長ねぎ、ほうれん草、塩わか

め、本みりん、黒コショウ、ごま油、

白ごま△鳥がら、豚骨、煮干し、昆

布、生姜△/じゃがいも、きび砂糖、

バター、牛乳、チーズ、粉チーズ/

パイン缶 

16 日 

ビビンバ 

野菜春巻 

黄桃缶 

17 日 

 

18 日 

☆コッペパン 

☆白菜と肉ボールの

クリーム煮 

☆十勝大豆コロッケ 

りんご 

19 日 

☆サーモンピラフ 

☆白花豆コロッケ 

フルーツカクテル 

20 日 

パスタボンゴレ 

☆ストローポテト 

サラダ 

胚芽精米、大麦、酒、醤油、豚ひき

肉、焼き豆腐、メンマ、長ねぎ、生

姜、にんにく、油、きび砂糖、本み

りん、ごま油、豆板醤、人参、ほう

れん草、もやし、白ごま、きび砂糖、

穀物酢、唐辛子/♢きゃべつ、ひじ

き、豚肉、緑豆春雨、水、玉ねぎ、

人参、植物油脂、しょうゆ、加工で

ん粉、発酵調味料、清酒、上白糖、

オイスターソース、香辛料、水、春

巻ミックス粉、還元水あめ、植物油

脂、粉末油脂、発酵調味料、でん粉、

増粘剤♢揚げ油/黄桃缶 

豚ひき肉、すりみ、焼き豆腐、玉ね

ぎ、食塩、黒コショウ、片栗粉、白

菜、人参、マッシュルーム、パセリ、

小麦粉、バター、油、チーズ、スキ

ムミルク、牛乳、豆乳、白コショウ、

油、白ワイン、鶏がらスープ/♢じ

ゃがいも、国産大豆、玉ねぎ、マー

ガリン、スキムミルク、パン粉、小

麦粉、油(なたね)、コーンスターチ、

上白糖、食塩、カレー粉、水♢揚げ

油/りんご 

胚芽精米、大麦、バター、白ワイン、

食塩、鮭フィレ、玉ねぎ、ホールコ

ーン、マッシュルーム、パセリ、黒

コショウ/♢べにはないんげん、マ

ッシュポテト、上白糖、バター、ス

キムミルク、食塩、パン粉、上新粉、

小麦粉、油(なたね)、水♢揚げ油/パ

イン缶、黄桃缶、なし缶、なつみか

ん缶、りんごジュース、上白糖、白

ワイン 

あさり、白ワイン、大豆、玉ねぎ、

人参、マッシュルーム、セロリー、

生姜、にんにく、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、ウスターソ

ース、中濃ソース、醤油、赤みそ、

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/ハム、キャベツ、きゅうり、ホ

ールコーン、じゃがいも、揚げ油、

穀物酢、きび砂糖、醤油、黒コショ

ウ、白ごま 

23 日 

とりめし 

☆さんまの南部揚げ 

磯和え 

24 日 

ごはん 

石狩鍋 

☆ザンギ 

変わりきんぴら 

 

25 日 

☆角食 

☆キャロット 

ポタージュ 

☆ハンバーグ 

きのこソース 

☆スライスチーズ 

柿 

26 日 

☆かき揚げ丼(えび) 

味噌汁 

しょうが和え 

27 日

味噌ラーメン 

シナモンポテト 

みかん(早生) 

胚芽精米、大麦、醤油、食塩、鶏が

らスープ、鶏肉、生姜、酒、本みり

ん、きび砂糖、油、玉ねぎ/さんま、

醤油、酒、生姜、小麦粉、全卵、白

ごま、黒ごま、揚げ油/小松菜、も

やし、切りのり、醤油 

鮭、食塩、酒、豆腐、キャベツ、人

参、玉ねぎ、つきこんにゃく、ぶな

しめじ、長ねぎ、白みそ、本みりん、

山椒△むろあじ、昆布△/鶏肉、醤

油、酒、生姜、にんにく、全卵、片

栗粉、揚げ油/豚肉、 、油、

酒、きび砂糖、醤油、ごぼう、人参、

豆板醤、ごま油、白ごま 

ベーコン、玉ねぎ、人参、じゃがい

も、パセリ、小麦粉、バター、油、

チーズ、スキムミルク、牛乳、豆乳、

食塩、白コショウ、白ワイン、鶏が

らスープ/♢牛肉(かた)、豚肉(か

た)、玉ねぎ、パン粉、全卵、牛乳、

食塩、白こしょう、ナツメグ、水 

♢揚げ油、たもぎたけ、ぶなしめじ、

えのきたけ、干しいたけ、醤油、き

び砂糖、本みりん、片栗粉、白ごま

/スライスチーズ/柿 

 

むきえび、酒、たんざくいか、あさ

り、さくらえび素干し、しらす干し、

玉ねぎ、人参、ごぼう、春菊、ひじ

き、切り干し大根、小麦粉、全卵、

食塩、揚げ油、醤油、きび砂糖、本

みりん、片栗粉△むろあじ、宗田△

/豆腐、なめこ、長ねぎ、白みそ、赤

みそ△むろあじ、昆布△/小松菜、

もやし、生姜、醤油、本みりん 

豚ひき肉、玉ねぎ、人参、生姜、に

んにく、白ごま、赤みそ、白みそ、

醤油、酒、本みりん、豆板醤、ごま

油、豚肉、もやし、メンマ、油、ほ

うれん草、長ねぎ、玉ねぎ、くきわ

かめ△鳥がら、豚骨、煮干し、昆布、

玉ねぎ、人参△/さつまいも、揚げ

油、グラニュー糖、シナモン/みか

ん(早生) 

30 日 

里の味ごはん 

☆ししゃもの天ぷら 

☆小松菜サラダ 

31 日 

ごはん 

カレー肉じゃが 

サバのソース焼き 

おひたし 

11/1 日 

 

11/2 日  

ごはん 

豆腐とえびの 

チリソース煮 

揚げポークシュウマイ 

もやしのごまサラダ 

11/3 日 

 

胚芽精米、大麦、本みりん、酒、食

塩、昆布、人参、ごぼう、干しいた

け、油揚げ、鶏肉、ひじき、油、き

び砂糖、醤油、赤みそ、だし汁、さ

つまいも、グリンピース/

、酒、小麦粉、全

卵、揚げ油/ハム、春雨、ひじき、醤

油、きび砂糖、小松菜、穀物酢、ご

ま油、からし 

豚肉、酒、じゃがいも、玉ねぎ、人

参、しらたき、干しいたけ、たもぎ

たけ、生姜、油、醤油、黒砂糖、き

び砂糖、酒、本みりん、カレー粉、

昆布/さば、生姜、酒、ウスターソ

ース、きび砂糖、赤みそ、白ごま/

小松菜、もやし、糸かつお、醤油 

豆腐、むきえび、酒、片栗粉、小麦

粉、油、揚げ油、人参、玉ねぎ、長

ねぎ、干しいたけ、生姜、にんにく、

ケチャップ、醤油、中濃ソース、き

び砂糖、豆板醤、パプリカ、チリパ

ウダー、鶏がらスープ/♢豚肉(バ

ラ)、牛肉(かた)、鶏肉(もも)、玉ね

ぎ、片栗粉、植物性蛋白(大豆)、ポ

ークエキス、清酒、上白糖、食塩、

醤油、小麦粉、黒こしょう、水♢揚

げ油/ほうれん草、もやし、人参、

醤油、きび砂糖、穀物酢、赤みそ、

酒、豆板醤、白ごま 

♢

△

 


