５月
新年度が始まり、早くも一か月が経とうとしています。子どもたちは元気に
学校生活を送っています。しかし、そろそろ新学期の疲れが出てくるお子さん
もいるかもしれません。また朝晩は寒さの残る日があったり、日ごとの気温差
が大きかったりして、体調管理が難しい季節でもあります。楽しい連休を迎え
るためにも、連休明けに元気に登校するためにも生活リズムを整えて、健康に
過ごせるよう心がけたいですね。

朝食をしっかりとることで、体温が上がり、けがの予防にもつながります。
いよいよ運動会の練習も始まりますので、朝食は欠かさずにお願いします！

体力＆学力アップのために！
毎日朝食を食べましょう！
☆朝ごはんの大切な役割☆

朝ごはんを食べるとテストの結果もよい！

朝ごはんは１日のはじめに食べる
食事なので、単に栄養を摂るだけで
なく、体を目覚めさせる働きもあり
ます。胃腸などの内臓を活発に働か
せ、血流を良くし、体温も上昇させ
て排便もスムーズに行われるように
なります。また脳にもエネルギーが
補給されるため、朝食を食べると集
中力が増し、しっかりと勉強をする
ことができます。

※国立教育政策研究所（2009年度全国学力・学習状況調査結果より）

上のグラフに表れているように、朝食を毎日
食べている人は、どの教科でもテストの平均点
が高くなっています。

た ん ご

５月５日は端午の節句（子どもの日）
端午の節句は奈良時代から続く古い行事で、男の子の誕生と成長を祝う行事です。端午とは、
うま
中国で「月初めの午の日」という意味があり、もともとは厄日でした。そこで、災いを払うた
し よう ぶ
めに菖蒲やよもぎを用いていました。それが日本に伝わり、菖蒲湯などの風習が生まれました。
この日には「ちまき」や「柏餅」を食べる習慣があります。ちまきも中国から伝わったもので、
かや
現在は笹の葉で包むのが一般的ですが、もともとは茅の葉で巻いていたそうです。

＊牛乳は毎食200mlつきます。また、天候等の関係で食材が変更になることがあります。

月

６

振替休日

１３

火

７

水

８

９

木

１０

金

みそラーメン
大 学 芋
冷凍みかん

いりこ菜めし
みそつみれ汁
豚肉のごま揚げ

厚揚げのｶﾚｰｿｰｽ丼
いかフライ
おひたし

豆 パ ン
あさりのチャウダー
もやしのごまサラダ
サンフルーツ

◆ｿﾌﾄﾗｰﾒﾝ（小麦粉・塩・かん
水）/豚肉・もやし・玉ねぎ・ﾒ
ﾝﾏ・人参・ほうれん草・長ねぎ
・茎わかめ・生姜・にんにく・
ｻﾗﾀﾞ油・白すりごま・赤みそ・
白みそ・醤油・酒・みりん・ﾄｳ
ﾊﾞﾝｼﾞｬﾝ・ごま油・白ごま・ｽｰ
ﾌﾟ(鶏がら・豚骨・昆布・煮干
し・玉ねぎ・人参)
◆さつま芋・菜種油・水あめ・
黒砂糖・醤油・酢・水・黒ごま

◆胚芽精米・大麦・酒・塩・水
・しらす干し・葉だいこん・白
ごま
◆すりみ・豆腐・生姜・大根・
人参・長ねぎ・白みそ・赤みそ
・酒・だし汁（むろ鯵・昆布）
◆豚肉・醤油・みりん・生姜・
にんにく・小麦粉・かたくり粉
・白ごま・菜種油

◆白飯/厚揚げ・豚肉・人参・
玉ねぎ・さやいんげん・生姜・
にんにく・ｶﾚｰﾙｳ・小麦粉・ｶﾚｰ
粉・ｻﾗﾀﾞ油・ｹﾁｬｯﾌﾟ・中濃ｿｰｽ
・醤油・塩・黒こしょう・赤ﾜｲ
ﾝ・鶏がらスープ
◆いか・ﾊﾟﾝ粉・小麦粉・塩・
植物性たん白・でん粉・植物油
脂・水・菜種油
◆小松菜・もやし・削り節・醤
油

◆小麦粉・ｲｰｽﾄ・食塩・ﾏｰｶﾞﾘﾝ
・ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞ・砂糖・脱脂粉乳・
全卵・甘納豆
◆あさり・ﾍﾞｰｺﾝ・じゃが芋・
玉ねぎ・人参・ﾊﾟｾﾘ・小麦粉・
ﾊﾞﾀｰ・ｻﾗﾀﾞ油・牛乳・豆乳・ｽｷ
ﾑﾐﾙｸ・ﾁｰｽﾞ・白ﾜｲﾝ・塩・白こ
しょう・鶏がらｽｰﾌﾟ◆ほうれん
草・もやし・ｺｰﾝ・人参・醤油
・きび砂糖・酢・赤みそ・酒・
ﾄｳﾊﾞﾝｼﾞｬﾝ・白すりごま

１４

１５

１６

ご は ん
豆腐のｵｲｽﾀｰｿｰｽ煮
ししゃものから揚げ
からし和え

１７
ツイストパン
ﾎﾟｰｸｸﾘｰﾑｼﾁｭｰ
釧路産たらフライ
小松菜とｺｰﾝのｻﾗﾀ

◆胚芽精米・大麦・水・豚肉・
豆腐・ﾒﾝﾏ・長ねぎ・生姜・に
んにく・ｻﾗﾀﾞ油・醤油・きび砂
糖・酒・みりん・ごま油・ﾄｳﾊﾞ
ﾝｼﾞｬﾝ・人参・ほうれん草・も
やし・白ごま・酢・一味唐辛子
◆たけのこ・人参・豚肉・ひじ
き・植物油・醤油・でん粉・砂
糖・酒・発酵調味料・ｵｲｽﾀｰｿｰｽ
・香辛料・小麦粉・食塩・加工
でん粉・ｸｴﾝ酸鉄Na・ｷｼﾛｰｽ・水
◆みかん缶・ﾊﾟｲﾝ缶・黄桃缶・
洋梨缶・ﾖｰｸﾞﾙﾄ・上白糖・水

◆白飯
◆豆腐・豚肉・ﾋﾟｰﾏﾝ・玉ねぎ
・長ねぎ・人参・生姜・にんに
く・ｻﾗﾀﾞ油・醤油・きび砂糖・
ｵｲｽﾀｰｿｰｽ・塩・黒ｺｼｮｳ・酒・み
りん・かたくり粉・水
◆ｶﾗﾌﾄししゃも（子持ち）・酒
・小麦粉・片栗粉・菜種油・醤
油・きび砂糖・みりん・酢・水
◆焼ちくわ・ほうれん草・ｷｬﾍﾞ
ﾂ・醤油・きび砂糖・からし

◆小麦粉・ｲｰｽﾄ・食塩・ﾏｰｶﾞﾘﾝ
・ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞ・砂糖・脱脂粉乳・
全卵◆豚肉・じゃが芋・玉ねぎ
・人参・ﾊﾟｾﾘ・ｻﾗﾀﾞ油・小麦粉
・ﾊﾞﾀｰ・牛乳・豆乳・ﾁｰｽﾞ・ｽｷ
ﾑﾐﾙｸ・塩・白ｺｼｮｳ・白ﾜｲﾝ・鶏
がらｽｰﾌﾟ
◆たら・パン粉・ﾊﾞｯﾀｰﾐｯｸｽ・
塩・ｺｼｮｳ・菜種油・中濃ｿｰｽ
◆小松菜・ｺｰﾝ・白ごま・ｻﾗﾀﾞ
油・きび砂糖・酢・醤油

シーフードカレー
ほうれん草と
ベーコンのサラダ

山菜うどん
ごまみそポテト
い ち ご

◆白飯/えび・いか・あさり・
じゃが芋・人参・玉ねぎ・ｾﾛﾘｰ
・りんご・生姜・にんにく・ｸﾞ
ﾘﾝﾋﾟｰｽ・ｻﾗﾀﾞ油・小麦粉・ｶﾚｰ
粉・ｶﾚｰﾙｳ・ｳｽﾀｰｿｰｽ・中濃ｿｰｽ
・ｹﾁｬｯﾌﾟ・醤油・赤ﾜｲﾝ・塩・ｵ
ｰﾙｽﾊﾟｲｽ・ﾅﾂﾒｸﾞ・鶏がらスープ
◆ﾍﾞｰｺﾝ・ほうれん草・もやし
・醤油・酢・ｻﾗﾀﾞ油・きび砂糖
・白ごま

◆ｿﾌﾄめん(小麦粉・塩・水)/鶏
肉・酒・油揚げ・つと・地たけ
のこ・ふき・わらび・たもぎ茸
・なめこ・干し椎茸・長ねぎ・
ほうれん草・醤油・酒・みりん
・酢・きび砂糖・唐辛子・だし
汁（むろ鯵・昆布）
◆じゃが芋・菜種油・白みそ・
きび砂糖・みりん・白すりごま
・水

２０

２１

２２

２３

２４
横割りバンズパン
麦入り野菜スープ
ﾚﾊﾞｰ入りメンチカツ
メ ロ ン

◆白飯/えび・あさり・さくら
えび・玉ねぎ・人参・ごぼう・
ｸﾞﾘｰﾝｱｽﾊﾟﾗ・ひじき・切り干し
大根・小麦粉・卵・水・菜種油
・醤油・きび砂糖・酒・みりん
・かたくり粉・だし汁（むろ鰺
・昆布）
◆豆腐・なめこ・長ねぎ・白み
そ・赤みそ・だし汁（むろ鰺・
昆布）

◆乾燥ｽﾊﾟｹﾞﾃｨｰ・ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ・ﾊﾟ
ｾﾘ/ﾍﾞｰｺﾝ・えび・いか・あさり
・玉ねぎ・人参・ｾﾛﾘｰ・にんに
く・小麦粉・ｶﾚｰ粉・ｹﾁｬｯﾌﾟ・ﾄ
ﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ・ﾄﾏﾄ缶・ｳｽﾀｰｿｰｽ・中
濃ｿｰｽ・醤油・塩・黒ｺｼｮｳ・ｵﾚ
ｶﾞﾉ・赤ﾜｲﾝ・鶏がらｽｰﾌﾟ
◆フレンチポテト・菜種油・塩
・黒こしょう

◆胚芽精米・大麦・水・焼き豆
腐・ツナ・人参・ごぼう・干し
椎茸・ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ・ｻﾗﾀﾞ油・醤油
・きび砂糖・酒・みりん・塩
◆豚肉・醤油・酒・ｶﾚｰ粉・小
麦粉・卵・ﾊﾟﾝ粉・ｵｰﾄﾐｰﾙ・菜
種油
◆ﾊﾑ・春雨・きゅうり・もやし
・ｺｰﾝ・人参・醤油・酢・きび
砂糖・ごま油・からし・白ごま

◆白飯
◆豚肉・焼き豆腐・しらたき・
玉ねぎ・白菜・長ねぎ・たもぎ
茸・白すりごま・ごま油・醤油
・てんさい糖・酒・一味唐辛子
・ﾄｳﾊﾞﾝｼﾞｬﾝ・にんにく・生姜
・りんご
◆しらす干し・酒・醤油・塩・
てんさい糖・削り節・焼きのり
・青のり・白ごま

◆小麦粉・ｲｰｽﾄ・食塩・ﾏｰｶﾞﾘﾝ
・ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞ・砂糖・脱脂粉乳・
全卵 ◆ﾍﾞｰｺﾝ・人参・玉ねぎ
・ｷｬﾍﾞﾂ・ｾﾛﾘｰ・ﾊﾟｾﾘ・大麦・
醤油・塩・白ｺｼｮｳ・白ﾜｲﾝ・鶏
がらｽｰﾌﾟ（鶏がら・玉ねぎ）
◆牛肉・豚肉・玉ねぎ・豚ﾚﾊﾞｰ
・でん粉・粉末状植物性たん白
・塩・醤油・ｹﾁｬｯﾌﾟ・香辛料・
ﾊﾟﾝ粉・ﾊﾞｯﾀｰﾐｯｸｽ・水・菜種油
・中濃ソース

２７

２８

２９

３０

３１
背割りコッペパン
コーンポタージュ
ウインナーソテー
大根サラダ

◆白飯
◆鶏肉・豆腐・こんにゃく・人
参・大根・ごぼう・長ねぎ・ｻﾗ
ﾀﾞ油・赤みそ・白みそ・酒・だ
し汁（むろ鰺・昆布）
◆ほっけ・塩・黒ｺｼｮｳ・酒・小
麦粉・卵・ﾊﾟﾝ粉・白ごま・菜
種油
◆ひじき・油揚げ・人参・ｻﾗﾀﾞ
油・てんさい糖・醤油・酒・み
りん・だし汁（むろ鯵）

◆小麦粉・ｲｰｽﾄ・食塩・ﾏｰｶﾞﾘﾝ
・ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞ・砂糖・脱脂粉乳・
全卵◆ｸﾘｰﾑｺｰﾝ・ﾎｰﾙｺｰﾝ・ﾍﾞｰｺﾝ
・じゃが芋・玉ねぎ・人参・ﾊﾟ
ｾﾘ・小麦粉・ﾊﾞﾀｰ・ｻﾗﾀﾞ油・牛
乳・豆乳・ﾁｰｽﾞ・ｽｷﾑﾐﾙｸ・塩・
白ｺｼｮｳ・白ﾜｲﾝ・鶏がらｽｰﾌﾟ
◆ﾁｷﾝﾚﾊﾞｰｳｲﾝﾅｰ・ｹﾁｬｯﾌﾟ・ｳｽﾀｰ
ｿｰｽ・きび砂糖・からし・赤ﾜｲﾝ
◆大根・ツナ・きゅうり・人参
・白ごま・醤油・きび砂糖・ご
ま油・酢

旬の野菜

ビビンバ
ひじき入り春巻
フルーツサワー

ご は ん
ｱｽﾊﾟﾗ入りかき揚げ丼（えび入り） ゆであげスパゲティ
ツナライス
ピリカラすき焼き
み そ 汁
ｼｰﾌｰﾄﾞﾄﾏﾄｿｰｽ 豚肉のカレーフライ
おかかふりかけ
ジューシーオレンジ
フレンチポテト
中華サラダ
り ん ご

さんまかばやき丼
み そ 汁
磯 和 え

肉うどん
きなこポテト
冷凍みかん

◆白飯/さんま・小麦粉・菜種
油・醤油・きび砂糖・酒・みり
ん・生姜・白ごま・かたくり粉
・水
◆玉ねぎ・油揚げ・たもぎ茸・
わかめ・白みそ・赤みそ・だし
汁(むろ鯵・昆布)
◆小松菜・もやし・のり・醤油

◆ｿﾌﾄめん(小麦粉・塩・水)/豚
肉・油揚げ・人参・ほうれん草
・長ねぎ・干し椎茸・たもぎ茸
・醤油・きび砂糖・酒・みりん
・酢・一味唐辛子・だし汁（む
ろ鰺・昆布）
◆じゃが芋・菜種油・きな粉・
きび砂糖・塩

チキンライス
カレーコロッケ
フルーツカクテル
◆胚芽精米・大麦・ﾊﾞﾀｰ・ﾄﾏﾄ
ｼﾞｭｰｽ・白ﾜｲﾝ・水・鶏肉・玉ね
ぎ・人参・ﾏｯｼｭﾙｰﾑ・ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ
・ｻﾗﾀﾞ油・ｹﾁｬｯﾌﾟ・塩・黒こし
ょう
◆じゃが芋・豚肉・玉ねぎ・三
温糖・みりん・酒・醤油・ｶﾚｰ
粉・植物油脂・牛乳・小麦粉・
生ﾊﾟﾝ粉・水・菜種油
◆みかん缶・パイン缶・黄桃缶
・洋梨缶・りんごｼﾞｭｰｽ・上白
糖・白ﾜｲﾝ・水

ご は ん
みそけんちん汁
ほっけのごまフライ
ひじきの煮物

ししゃも・わかめ・しらす・あさりなどの海産物全般には、小さなかに、えびが混入している場合があります。
給食に使用する食材は、「札幌市学校給食会」「北海道学校給食会」を通して共同購入しています。
物資選定の際には、規格基準をもうけ、細菌検査を行うなど、安全な食材の供給を行っています。
また、札幌市教育委員会では、平成23年12月から定期的に学校給食食材の放射性物質検査を、
札幌市保健所ではモニタリング検査を実施しております。その他の産地情報等、詳しくは札幌市
ホームページ http://www.city.sapporo.jp/kyoiku/top/kyushoku/（札幌市ホーム > 教育・文化・スポーツ
> 学校・幼稚園・教育 > 教育についての取り組み・計画 > 学校給食）および、（札幌市ホーム >
健康・ 福祉・子育て>食の安全・食育）をご覧ください。

