
夏空がまぶしく感じられる季節となりました。あっという間に 1学期が終わろうとしています。 

これから楽しい夏休みが待っていますが、日常生活の中で特に注意しなければならないことは、熱中症です。夏の

暑い時期は、屋内・屋外を問わず、熱中症になる危険性が高くなります。小まめに水分補給をし、長時間屋外で活動

をする場合は、必ず帽子をかぶるなど服装を工夫しましょう。 
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札幌市立光陽中学校 

 6 月 4 日(月)に PTA研修部主催「給食試食会」を本校の研修室で行いました。当

日は 34名の方々が御参加下さり、昨年度本校で実施したリクエスト給食で人気だっ

た「とりめし」をはじめとしたメニューを試食していただきました。実施後のアンケ

ートの中で「とりめし、とても美味しかったです。」「高野豆腐のカレー風味が絶妙で

した。」「いつもおいしい給食をありがとうございます。」「手作りを心掛け、安心安全

なものをと聞き、うれしいです。」などおいしいというお言葉以外にも、多くの御感

想等をいただきました。今後も安心安全な給食づくり、食育への取組に励んでいきた

いと思います。ありがとうございました。 

１．付けない 
食品に菌を付けな

いように手や調理器

具の清潔を心掛け

ましょう。 

２．増やさない 
食品に付いた菌を

増やさないよう迅速

な調理と冷却を心

掛けましょう。 

3.やっつける 

食品は、中心部を

75℃で 1分以上加

熱しましょう。 

 食中毒は、特に夏場（6月～８月）に多く発生します。気温 28℃以上になる場合などには「食中毒警報」が発

令されます。食中毒になると多くは胃腸障害（嘔吐、腹痛、下痢）を起こします。食中毒を発生させないためにも

三つの原則を心掛けましょう。 

 「さっぽろ学校給食フードリサイクル」は、学校

給食の調理くずや食べ残しなどの生ごみを堆肥化

し、その堆肥を利用した作物を給食の食材にする取

組です。食や環境を考え、食べ物を大切にする心を

育むことを目標としています。今年度第 1 弾とし

て 7 月 9 日（月）にフードリサイクル堆肥で作ら

れたレタスを使った「レタス入りミネストローネ」が

登場します。残さず食べてください♪ 

 

献立は牛乳、とりめし 
高野豆腐のフライ、おひたし 
でした。 



  

月 火 水 木 金 

2日  

☆ピリカラ冷やし 

     ラーメン 

シナモンポテト 

すいか 

3日  

ツナライス 

☆チーズフォンデュ 

  サンドコロッケ 

☆小松菜と 

  コーンのサラダ      

4日  

 

陸上競技大会 
 

 

 

5日  

☆背割コッペ 

☆コーンシチュー 

焼フランク(チリソース) 

あさりのカリッと 

      サラダ 

6日  

ごはん 

ジンギスカン 

ししゃものから揚げ 

きゅうりのからし漬け 

 
ハム、人参、きゅうり、ホールコー
ン、醤油、きび砂糖、赤みそ、酒、玉
ねぎ、生姜、にんにく、豆板醤、ウス
ターソース、穀物酢、ごま油、ラー
油、白ごま△むろあじ、昆布△/さつ
まいも、油(なたね)、グラニュー糖、
シナモン/すいか 

胚芽精米、大麦、酒、食塩、豆腐、ま
ぐろ水煮、人参、ごぼう、干しいた
け、油(サラダ)、醤油、きび砂糖、本
みりん/♢じゃがいも、チーズフー
ド、スキムミルク、上白糖、パン粉、
食塩、パン粉、バッターミックス、植
物油脂、水♢油(なたね)/ハム、小松
菜、ホールコーン、白ごま、油(サラ
ダ)、きび砂糖、穀物酢、醤油、黒コ
ショウ 

ホールコーン、クリームコーン、ベ
ーコン、玉ねぎ、人参、じゃがいも、
パセリ、小麦粉、バター、油 （サラ
ダ）、スキムミルク、チーズ、牛乳、
豆乳、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/あさり、生姜、醤油、本みり
ん、小麦粉、片栗粉、油（なたね）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 

ラム肉、生姜、にんにく、本みりん、
醤油、玉ねぎ、もやし、ピーマン、キ
ャベツ、人参、油（サラダ）、玉ねぎ、
りんご、きび砂糖、ケチャップ、ウス
ターソース、赤ワイン/カラフトしし
ゃも（子持ち）、酒、小麦粉、片栗粉、
油（なたね）、醤油、きび砂糖、本み
りん、穀物酢/きゅうり、きび砂糖、
食塩、からし、白ごま 

9日フードリサイクル 

☆角食 

レタス入り 

  ミネストローネ 

☆鮭のクラッカー揚げ 

☆チョコクリーム 

10日 

焼豚チャーハン 

☆白花豆コロッケ 

☆フルーツサワー 

11日 6組宿泊学習 

ごはん 

豆腐のオイスター 

     ソース煮 

かれい唐揚げ 
 (おろしソース付き) 

☆ナムル 

12日 ６組宿泊学習 

冷麦 

☆とり天 

枝豆 

13日 ６組休業日 

カレーライス 

小松菜と 

 ベーコンのサラダ 

ベーコン、じゃがいも、玉ねぎ、人
参、レタス、マカロニ、トマト缶詰、
セロリー、ケチャップ、醤油、食塩、
黒コショウ、白ワイン、鶏がらスー
プ△鳥がら、玉ねぎ△/しろ鮭、食塩、
黒コショウ、酒、小麦粉、全卵、クラ
ッカー、油（なたね）/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 

胚芽精米、大麦、酒、油（サラダ）、
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/♢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♢油（なたね）
/みかん缶、パイン缶、黄桃缶、なし
缶、なつみかん缶、ヨーグルト、上白
糖 

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
（サラダ）、醤油、きび砂糖、オイス
ターソース、黒コショウ、片栗粉、鶏
がらスープ/♢干しかれい、片栗粉 
♢油（なたね）、大根、生姜、醤油、
きび砂糖、酒、本みりん、片栗粉/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 

油揚げ、干しいたけ、醤油、きび砂
糖、酒、本みりん、ほうれん草、長ね
ぎ、穀物酢△むろあじ、宗田、昆布△
/鶏肉、酒、醤油、生姜、にんにく、
食塩、白コショウ、小麦粉、全卵、片
栗粉、ベーキングパウダー、油（なた
ね）/枝豆、食塩 

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（サラダ）、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、食塩、シナモン、
オールスパイス、鶏がらスープ/小松
菜、ベーコン、もやし、醤油、穀物
酢、油（サラダ）、きび砂糖、黒コシ
ョウ、白ごま 

16日 

 

 

海の日 

17日 

☆コーンピラフ 

☆高野豆腐のフライ 

フルーツミックス 

18日  

ごはん 

厚揚のカレーソース 

いかフライ 

磯和え 

19日  

☆横割バンズ 

☆ポーククリーム 

     シチュー 

☆エビバーグ 

大根サラダ 

20日  

カオ・ラートナー・ガイ 

もやしのごまサラダ 

黄桃缶 

胚芽精米、大麦、バター、食塩、白ワ
イン、ベーコン、玉ねぎ、人参、ホー
ルコーン、マッシュルーム、パセリ、
油（サラダ）、食塩、黒コショウ/凍り
豆腐、醤油、きび砂糖、酒、本みり
ん、カレー粉、食塩、小麦粉、白ご
ま、全卵、パン粉、油（なたね）/み
かん缶、パイン缶、黄桃缶、なし缶、
なつみかん缶 

厚揚げ、豚ひき肉、人参、玉ねぎ、生
姜、にんにく、油（サラダ）、カレー
ルウ、小麦粉、ケチャップ、中濃ソー
ス、醤油、酒、食塩、黒コショウ、赤
ワイン、鶏がらスープ/♢いか、パン
粉、小麦粉、食塩、植物性蛋白、片栗
粉、油(なたね)♢油（なたね）/小松
菜、もやし、切りのり、醤油 

豚肉、白ワイン、じゃがいも、玉ね
ぎ、人参、パセリ、油（サラダ）、小
麦粉、バター、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/♢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♢油（なたね）、醤油、きび砂糖、
本みりん、片栗粉/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 

鶏肉、ナンプラー、醤油、酒、白コシ
ョウ、小麦粉、片栗粉、油（なたね）、
玉ねぎ、ピーマン、赤ピーマン、わけ
ぎ、油（サラダ）、オイスターソース、
きび砂糖、本みりん、唐辛子、コーン
スターチ、鶏がらスープ/小松菜、も
やし、人参、醤油、きび砂糖、穀物
酢、赤みそ、酒、豆板醤、白ごま/黄
桃缶 

23日リザーブ給食 

 ☆冷やし 

  たぬきうどん(えび) 

 冷やしきつねうどん 

☆チーズポテト 

温州みかんゼリー 

24日  

深川めし 

☆豚肉の 

   カレーフライ 

ごま和え 

25日終業式・早出し 

ビビンバ 

☆南瓜コロッケ 

ベビーパイン(冷凍) 

 

あさり、かたくちいわし素干し、さ
くらえび、人参、春菊、ごぼう、切り
干し大根、ひじき、小麦粉、全卵、油
(なたね)、ほうれん草、長ねぎ、干し
いたけ、醤油、本みりん、きび砂糖、
穀物酢、唐辛子△むろあじ、宗田、昆
布△小揚げ、酒/じゃがいも、きび砂
糖、バター、チーズ、牛乳、スキムミ
ルク/♢みかん果汁、上白糖、アセロ
ラ、水、ゲル化剤♢ 
 

胚芽精米、大麦、酒、醤油、食塩△昆
布△あさり、生姜、醤油、きび砂糖、
本みりん、酒、人参、ごぼう、油(サ
ラダ)、赤みそ、黒砂糖、葉大根/豚肉、
醤油、酒、カレー粉、小麦粉、全卵、
パン粉、オートミール、油(なたね)/
小松菜、もやし、白ごま、きび砂糖、
醤油 

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(サラダ)、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、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♢油（な
たね）/ベビーパイン 
 

＊牛乳（200ml）は毎日付きます。 

＊卵・乳製品を使用しているものには☆が付いています。 

＊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。御了承ください。 

＊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。 
 

カオ・ラートナー・ガイは

タイ料理です 

 今回は「冷やしたぬきうどん」と「冷や

しきつねうどん」のどちらかを選ぶリザー

ブです。今回のテーマは「主食のはたらき

を知り、しっかり食べよう。」です。皆さん、

どちらを選びますか？ 

 
あさりが 

入っています 
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