
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平成 30 年(2018 年)4 月 6 日 

札幌市立光陽中学校 

雪解けが進み、日差しからも新しい季節の訪れを感じます。進級やクラス替えなど、新しい環境での新年度が始ま

ります。毎日の食事を大切にし、心と体の健康を保って元気に過ごしましょう。 

「給食だより」では、さまざまな食に関する情報を発信していきます。ご家庭で身近な食について考えるきっかけ

になれば幸いです。 

・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

スクを各自持参して下さい。 

・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。 

 光陽中学校では、毎日、約 440 食分の給食を調理しています。栄養士 1 名、調理員５名が力を合わせ、安全で

おいしい給食の提供に努めます。 

 札幌産、北海道産の旬の食材を積極的に取り入れながら、「食の大切さ」や「健康づくり」など、さまざまなこと

を学べる給食を目指します。 

 保護者の皆さまのご理解とご協力をお願します。 

 今年度の光陽中学校の主食内容は、白飯 2 回(水曜日・金曜日)、自校炊飯 1 回(火曜日)、パン 1 回(木曜日)、麺

1 回(月曜日)になります。※行事などによって、曜日が変更することがあります。 

 白飯は、精白米を使用していて、製造を業者に委託しています。自校炊飯は、大麦を混ぜて炊き、提供していま

す。不足しがちなビタミン B1 を補うため、胚芽精米を使用しています。委託米飯、自校炊飯ともに使用銘柄は「北

海道産ななつぼし」です。パン、うどん、ラーメン、スパゲッティは北海道産 100％の小麦を使用しています。 

 

○野菜や果物は、その季節の旬を取り入れながら、札幌産・北海道産のものを積極的に使用します。 

○スープやだし汁は、昆布や削り節などから、じっくり時間をかけて調理します。 

○シチューやカレーのルウは、バターと小麦粉から調理します。 

○皆さんの健やかな成長を願い、心を込めて調理します。 

昨年度末に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、

遠慮なくご相談下さい。また、使用食材

のグラム数等について知りたい場合も学

級担任または栄養士までお問合せ下さ

い。 



 

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  

 

始業式・着任式 

9 日 入学式 

肉うどん 

☆カレーコロッケ 

温州みかんゼリー 

10 日 

☆チキンウインナー 

      ライス      

サケフライ 

☆小松菜サラダ 

11 日 

ごはん 

マーボー豆腐 

春巻(ひじき入り) 

磯和え 

12 日 

☆コッペパン 

ワンタンスープ醤油 

☆お好み揚げ(えび) 

☆チョコクリーム 

13 日 

和風そぼろごはん 

味噌汁 

パイン缶 

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△/♢
じゃがいも、玉ねぎ、豚肉もも、マ
ーガリン、牛乳、三温糖、本みりん、
清酒、食塩、醤油、カレー粉、小麦
粉、パン粉、水♢揚げ油/♢みかん
果汁、上白糖、アセロラ、水、ゲル
化剤♢ 
 

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/♢しろ鮭、
パン粉、小麦粉、水♢揚げ油、中濃
ソース/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 

豆腐、豚ひき肉、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/♢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/小松菜、もやし、切り
のり、醤油 

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、醤油、食塩、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、きび砂糖、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 

鶏ひき肉、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、本みりん、き
び砂糖、ごぼう、人参、油揚げ、
ひじき、唐辛子、油/じゃがいも、
玉ねぎ、塩わかめ、白みそ、赤み
そ△むろあじ、昆布△/パイン缶 

16 日 

塩ラーメン 

シナモンポテト 

りんご 

17 日 

とりめし 

☆ちくわチーズ 

    つめ揚げ 

もやしのごまサラダ 

18 日 

ごはん 

けんちん汁醤油味 

豚肉の竜田揚げ 

からし和え 

19 日 

☆横割バンズ 

☆コーンポタージュ 

レバー入り 

   ハンバーグ 

清見オレンジ 

20 日 

カレーライス 

ほうれん草と 

ベーコンのサラダ 

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、食塩、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
△/さつまいも、揚げ油、グラニュ
ー糖、シナモン/りんご 

胚芽精米、大麦、醤油、酒、食塩、
鶏がらスープ、鶏肉、生姜、玉ねぎ、
本みりん、きび砂糖/白ちくわ、チ
ーズ、小麦粉、全卵、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 

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、酒△むろあじ、昆布△
/豚肉、醤油、酒、生姜、片栗粉、小
麦粉、揚げ油/小松菜、もやし、醤
油、きび砂糖、からし 

クリームコーン、ホールコーン、ベ
ーコン、じゃがいも、玉ねぎ、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/♢牛肉、豚肉、玉ねぎ、豚レバ
ー、片栗粉、粉末状植物性蛋白、食
塩、香辛料♢揚げ油、ケチャップ、
ウスターソース、きび砂糖、赤ワイ
ン、からし/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、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/ベーコン、ほ
うれん草、もやし、醤油、穀物
酢、油、きび砂糖、黒コショウ、
白ごま 

23 日 

☆たぬきうどん(えび) 

☆チーズポテト 

清見オレンジ 

24 日 

焼豚チャーハン 

☆野菜コロッケ 

☆フルーツサワー 

25 日 

ごはん 

豚汁 

さんまかばやき 

おひたし 

26 日 

☆背割コッペ 

☆ベーコンシチュー 

焼フランク 

大根サラダ 

27 日 

☆味噌かつ丼 

すまし汁 

しょうが和え 

あさり、さくらえび素干し、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、ほうれん草、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、昆布、宗田△/
じゃがいも、きび砂糖、チーズ、バ
ター、牛乳、スキムミルク/清見オ
レンジ 

胚芽精米、大麦、酒、油、食塩、豚
肉、長ねぎ、生姜、にんにく、醤油、
本みりん、人参、玉ねぎ、ホールコ
ーン、干しいたけ、ごま油、黒コシ
ョウ/♢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/パイン缶、
黄桃缶、なし缶、ヨーグルト、上白
糖 

豚肉、酒、豆腐、じゃがいも、板
こんにゃく、人参、玉ねぎ、大
根、ごぼう、長ねぎ、生姜、油、
赤みそ、白みそ、唐辛子△むろあ
じ、昆布△/さんま、酒、片栗粉、
小麦粉、揚げ油、醤油、きび砂
糖、本みりん、生姜、白ごま/小松
菜、もやし、糸かつお、醤油 

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/♢豚肉、食塩
♢玉ねぎ、ケチャップ、トマトピ
ューレ、中濃ソース、赤ワイン、
チリパウダー、からし/大根、まぐ
ろ水煮、きゅうり、人参、白ご
ま、醤油、きび砂糖、ごま油、穀
物酢、黒コショウ 

豚肉、酒、食塩、黒コショウ、小
麦粉、全卵、パン粉、揚げ油、赤
みそ、きび砂糖、醤油、酒、本み
りん、ごま油、白ごま/豆腐、塩わ
かめ、干しいたけ、長ねぎ、醤
油、酒、食塩△宗田、むろあじ、
昆布△/小松菜、もやし、生姜、醤
油、本みりん 

給食費についてのお願い 

 給食費は、おもに食材の購入にあてられ、子どもたちに安全なおいしい給食を提

供するための大切な費用です。保護者の皆様には、ご理解・ご協力いただきたく、

お願い申し上げます。今年度最初の諸費引き落としは、５月 10 日(木)です。(２，

３年生のみ) 

期日までに納入を 

お願いします 


