
 

  

月 火 水 木 金 

１日 

塩ラーメン 

☆アメリカンドッグ 

りんご 

２日 

ビビンバ 

☆カレーコロッケ 

☆フルーツサワー 

３日 

ごはん 

石狩鍋 

豚肉の竜田揚げ 

小魚の佃煮 

４日  

☆コッペパン 

☆ポテトグラタン 

あさりのサラダ 

パイン缶 

５日 

ハヤシライス 

☆ハムコーンサラダ 

豚肉、生姜、にんにく、醤油、酒、
油(サラダ)、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、食塩、黒コシ
ョウ、ごま油、白ごま△鳥がら、豚
骨、煮干し、昆布、生姜△/♢豚肉、
食塩♢小麦粉、ベーキングパウダ
ー、全卵、きび砂糖、牛乳、食塩、
油(なたね)、ケチャップ、中濃ソー
ス、きび砂糖、赤ワイン、からし/り
んご 

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、ごま油、唐辛子/♢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♢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 

鮭ダイス、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△/豚
肉、醤油、酒、生姜、片栗粉、小麦
粉、油(なたね)/かたくちいわし煮
干し、刻み昆布、醤油、きび砂糖、
酒、本みりん、水あめ、白ごま 

ベーコン、玉ねぎ、じゃがいも、人
参、小麦粉、バター、油(サラダ)、
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、パン粉、粉チーズ、パセ
リ/あさり、生姜、醤油、きび砂糖、
酒、本みりん、きゅうり、キャベツ、
人参、穀物酢、からし、ごま油、白
ごま/パイン缶 

豚肉、赤ワイン、玉ねぎ、人参、た
けのこ、セロリー、生姜、にんにく、
マッシュルーム、油(サラダ)、カレ
ー粉、トマトピューレ、ケチャップ、
トマト缶詰、ハヤシルウ、ウスター
ソース、中濃ソース、醤油、食塩、
黒コショウ、オールスパイス、ナツ
メグ、シナモン、鶏がらスープ/ハ
ム、ホールコーン、キャベツ、醤油、
穀物酢、きび砂糖、ごま油、からし 

平成30年(2018年)9月27日 

札幌市立光陽中学校 

テーマ：きゅうしょくで学ぼう！ 食べる楽しさ 大切さ 

日時：10月 27日(土) 10：00～17：00 

場所：JR札幌駅西コンコース(西改札口そば)イベント広場 

食育ショーや野菜セットのプレゼントがある「野菜ゲットスタンプラリー」などのイベントを実施しま

す。お買い物などで近くにお立ちよりの際は、是非お越しください。 

 

ビタミンA 

うなぎ、レバー、人参、ほうれん草など 

目の皮膚や粘膜の健康維持を助けてくれま

す。ドライアイを予防する働きがあります。 

ビタミン B群 

豚肉、玄米、牛乳、卵、大豆、チーズ、ごま、納

豆、さんまなど 

目の疲労回復に役立ちます。 

 長時間にわたってパソコンやスマートフォンを使用し、目が疲れているなと感じることはありませんか？

10 月 10 日は目の愛護デーです。10 月 10 日を横にすると眉と目の形になることから目の愛護デーとなり

ました。目が疲れると頭痛や肩こり、吐き気といった様々な不調があらわれることがあります。 

 

アントシアニン 

ブルーベリー、ぶどう、なす、しそ 

神経伝達を良くする効果があり、目の機能

の健康を保ちます。 

ビタミンC 

じゃがいも、かんきつ類、ブロッコリーなど 

ストレスからくる目の疲れを防ぎ、充血を予防し

てくれます。 

※第 2週目以降は、裏面に掲載しております。 

学校徴収金の引き落としが、10月 29日(月)となっ

ております。御協力よろしくお願いいたします。 

札幌市学校給食栄養士会主催 



 

 

月 火 水 木 金 

8日  

 

体育の日 

9日 

ひじきごはん 

☆さんまの南部揚げ 

磯和え 

10日 

ごはん 

豆腐とえびの 

  チリソース煮 

ひじき入りぎょうざ 

たたききゅうり 

11日 

☆ツイストパン 

☆ベーコンシチュー 

厚揚げサラダ 

柿 

12日 

ピリカラチキン丼 

みそ汁 

巨峰 

 

 
胚芽精米、大麦、酒、食塩、昆布、
鶏肉、ひじき、油揚げ、しらたき、
人参、油(サラダ)、醤油、きび砂糖、
本みりん/さんま、醤油、酒、生姜、
小麦粉、全卵、白ごま、黒ごま、油
(なたね)/小松菜、もやし、切りの
り、醤油 

豆腐、むきえび、酒、片栗粉、小麦
粉、油(サラダ)、油(なたね)、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、片栗粉、鶏がら
スープ/♢豚肉もも、キャベツ、ひ
じき、豚脂、鶏肉もも、長ねぎ、片
栗粉、小麦粉、水、食塩、ごま油、
砂糖、しょうゆ、しょうが、しいた
け、ホタテエキス、食塩、カキエキ
ス、こしょう♢油(なたね)/きゅう
り、食塩、醤油、きび砂糖、ごま油、 
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(サ
ラダ)、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/厚揚げ、生姜、
醤油、酒、片栗粉、小麦粉、油(なた
ね)、キャベツ、きゅうり、人参、き
び砂糖、穀物酢、黒コショウ、ごま
油、白ごま/柿 

鶏肉、生姜、醤油、酒、小麦粉、片
栗粉、油(なたね)、厚揚げ、人参、
たけのこ、玉ねぎ、ピーマン、油(サ
ラダ)、オイスターソース、醤油、豆
板醤、にんにく、きび砂糖、白ワイ
ン、黒コショウ/豆腐、なめこ、長
ねぎ、白みそ、赤みそ△むろあじ、
昆布△/巨峰 

15日 

肉うどん 

☆小松菜蒸しパン 

みかん（早生） 

16日 

 

札教研推進事業のため 

給食なし 

17日 

ごはん 

肉片湯(ローペンタン) 

☆豆寄せフライ 

柿 

18日 

☆背割コッペ 

ワンタンスープ醤油 

☆お好み揚げ(えび) 

☆プロセスチーズ 

☆きなこクリーム 

19日 

カレーライス 

小松菜と 

 ベーコンのサラダ 

ブルーベリーゼリーCFE 

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△/小
松菜、小麦粉、ホットケーキミック
ス、ベーキングパウダー、全卵、牛
乳、スキムミルク、バター、きび砂
糖、甘納豆あずき/みかん(早生) 

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/すりみ、焼き豆腐、全卵、む
き枝豆、大豆水煮、食塩、黒コショ
ウ、片栗粉、パン粉、白ごま、油(な
たね)/柿 

ワンタン皮、豚肉、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(サラダ)、
醤油、酒、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、さくらえ素干し、
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、油(なたね)、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/プロセ
スチーズ/豆乳、きな粉、きび砂糖、
コーンスターチ、食塩、バター 

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、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、小松菜、
もやし、醤油、穀物酢、油(サラダ)、
きび砂糖、黒コショウ、白ごま/♢
糖類(ぶどう糖果糖液糖砂糖、ブル
ーベリー果肉、難消化性デキストリ
ン、ブルーベリー果汁、寒天、ゲル
化竿(増粘多糖類)、酸味料、ビタミ
ン C、ピロリン酸第二鉄、水♢ 

22日 

みそラーメン 

大学芋 

りんご 

 

23日 

とりめし 

☆鮭のチーズ焼き 

☆ごぼうチップサラダ 

 

24日 

ごはん 

豆腐の 

  オイスターソース煮 

野菜春巻(ひじき入り) 

からし和え 

25日 

☆横割バンズ 

☆パンプキンシチュー 

☆ハンバーグ 

  きのこソース 

梨 

26日 合唱コンクール 

☆かき揚げ丼(えび) 

みそ汁 

もやしのごまサラダ 

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、玉ねぎ、メンマ、
油(サラダ)、ほうれん草、長ねぎ、
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、
油(なたね)、水あめ、黒砂糖、醤油、
穀物酢、黒ごま/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、
油(サラダ)、本みりん、きび砂糖/し
ろ鮭、食塩、黒コショウ、白ワイン、
ミックスチーズ、パセリ/ハム、キ
ャベツ、きゅうり、ホールコーン、
ごぼう、油(なたね)、穀物酢、きび
砂糖、醤油、黒コショウ、白ごま 

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/♢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♢油(なたね)/小松菜、白菜、醤
油、きび砂糖、からし 

ベーコン、かぼちゃ、玉ねぎ、人参、
パセリ、小麦粉、バター、油(サラ
ダ)、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(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♢油(なたね)、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/梨 

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、油(なたね)、醤油、きび砂糖、
本みりん、片栗粉△むろあじ、昆布、
宗田△/じゃがいも、玉ねぎ、白み
そ、赤みそ△むろあじ、昆布△/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 

29日 

パスタボンゴレ 

☆ストローポテトサラダ 

☆ヨーグルト 

30日 

☆サーモンピラフ 

☆白花豆コロッケ 

フルーツカクテル 

31日 

ごはん 

カレー肉じゃが 

ほっけのみそ焼き 

しょうが和え 

11/1日  

 

開校記念日 

11/2日 

和風そぼろごはん 

みそ汁 

いわしみぞれかけ 

 
あさり、白ワイン、大豆水煮、玉ね
ぎ、人参、マッシュルーム、セロリ
ー、生姜、にんにく、油(サラダ)、
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、油(なたね)、穀
物酢、きび砂糖、醤油、黒コショウ、
白ごま/ヨーグルト 

胚芽精米、大麦、バター、白ワイン、
食塩、鮭フィレ、白ワイン、玉ねぎ、
ホールコーン、マッシュルーム、パ
セリ、油(サラダ)、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、なし缶、黄桃缶、なつみ
かん缶、りんごジュース(濃縮還
元)、上白糖、白ワイン  

豚肉、酒、じゃがいも、玉ねぎ、人
参、しらたき、さやいんげん、干し
いたけ、たもぎたけ、生姜、油(サラ
ダ)、醤油、黒砂糖、きび砂糖、本み
りん、カレー粉△昆布△/ほっけ、
生姜、赤みそ、白みそ、醤油、酒、
本みりん、白ごま/小松菜、もやし、
醤油、生姜、本みりん 

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、きび
砂糖、唐辛子、油(サラダ)/厚揚げ、
小松菜、たもぎたけ、白みそ、赤み
そ△むろあじ、昆布△/いわし、醤
油、酒、小麦粉、片栗粉、油(なたね)、
大根、生姜、きび砂糖 

＊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。 
＊♢は加工食品の原材料です。 
＊△でだし・スープをとります。 
＊海産物(ししゃも・しらす等小魚・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。 
＊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。 

 

11 月 2 日分の献立も掲載

しております。 


