給食だより

札幌市立栄町中学校
札幌市立栄南中学校
２０２０年１月

新年を迎えて・・・
短い冬休みが終わりましたが、冬休み中は元気に過ごせましたか？夜更かしや朝寝坊、暴飲暴食などによる食生
活の乱れはありませんか？食生活が乱れると体調も崩しやすくなります。充実した 3 学期が送れるように、規則正
しい生活と朝・昼・夕の３食をしっかり食べるように心がけましょう。
さて、新年が始まりました。今年はオリンピックイヤーということで、楽しみにしている方が多いことと思いま
す。札幌市でもマラソンや競歩などの競技が開催されるため、実際に自分の目でオリンピックを見ることができる
よい機会です。給食でもオリンピック・パラリンピックにちなんだ取組を予定しています。

脳と栄養、一見何の関係もないように思えますが、脳の回転を早くし、記憶力を高めるのには、
実はさまざまな栄養素がかかわっているのです。食材は薬ではないのですぐに効果は実感できませ
ん。ですが、毎日の積み重ねが実を結ぶのは、勉強と通ずるところがあります。
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１５日
ごはん
つみれ汁醤油味
ザンギ
ごまあえ
（ほうれん草・白菜）

１６日
たぬきうどん（えび）
チーズポテト
天草オレンジ

１７日
鶏ごぼうごはん
味噌汁
（小松菜・たもぎ）
ししゃもの天ぷら

１４日

摂取エネルギー・カルシウム

給食に関わる行事予定

２０日
スタミナ丼
味噌汁
（白菜・油揚げ）
天草オレンジ

☆牛乳は毎日 200ml つ
きます。
☆給食のししゃもは
子持ちｶﾗﾌﾄｼｼｬﾓです。
☆あさり、しらす、わか
めなどの海産物には、小
さなえびやかにが混ざ
っている場合がありま
す。
☆献立は諸事情によっ
て変更になる場合があ
ります。

２１日
ソフトフランスパン
豆腐のグラタン
あさりのサラダ
りんご

781kcal・333mg

789kcal・486mg

812kcal・574mg

♦す りみ 焼き豆 腐 生姜
酒 味噌 でん粉 豆腐 大根
人参 長ねぎ 醤油 塩 削節
（むろ）昆布
♦鶏肉 醤油 酒 生姜 ﾆﾝﾆｸ
卵 でん粉 菜種油
♦ほうれん草 白菜 白ｽﾘｺﾞ
ﾏ きび砂糖 醤油

♦ｿﾌﾄ麺 ｱｻﾘ ｻｸﾗｴﾋﾞ ｶﾀｸﾁｲ
ﾜｼ煮干し 人参 春菊 ｺﾞﾎﾞｳ
切干大根 ﾋｼﾞｷ 小麦粉 卵
菜種油 鶏肉 酒 つと ほう
れん草 長ねぎ ﾀﾓｷﾞﾀｹ 干
椎茸 醤油 きび砂糖 みり
ん 酢 唐辛子 削節（むろ・
宗田）昆布
♦じゃが芋 きび砂糖 ﾊﾞﾀｰ
ﾁｰｽﾞ 牛乳 ｽｷﾑﾐﾙｸ

♦胚芽米 大麦 醤油 塩 酒
鶏肉 焼き豆腐 生姜 味噌
黒砂糖 ｺﾞﾎﾞｳ 人参 油揚げ
きび 砂糖 みりん 菜種 油
白ｺﾞﾏ
♦厚揚げ 小松菜 ﾀﾓｷﾞﾀｹ
味噌 削節（むろ） 昆布
♦子持ちｶﾗﾌﾄｼｼｬﾓ 酒 小麦
粉 卵 菜種油

栄南中スキー学習２年１２組

２２日
ごはん
肉じゃが
さばのソース焼き
いそあえ
（ほうれん草・もやし）

栄南中スキー学習２年３４組

２３日
塩ラーメン
おさつフリッター
みかん

２４日
シーフードピラフ
カレーコロッケ
フルーツミックス

760kcal・333mg

769kcal・539mg

844kcal・313mg

756kcal・345mg

777kcal・278mg

♦白飯 豚肉 ﾒﾝﾏ 人参 塩
ｺｼｮｳ 菜種油 ﾓﾔｼ ﾆﾗ 醤油
みりん 玉ねぎ ﾘﾝｺﾞ ｳｽﾀｰｿ
ｰｽ きび砂糖 生姜 ﾆﾝﾆｸ 豆
板醤 でん粉 ｺﾞﾏ油 白ｺﾞﾏ
♦白菜 油揚げ 味噌 削節
（むろ） 昆布

♦ﾏｶﾛﾆ ﾊﾞﾗﾍﾞｰｺﾝ 玉ねぎ
豆腐 人参 ﾏｯｼｭﾙｰﾑ 小麦粉
ﾊﾞﾀｰ 菜種油 ﾁｰｽﾞ ｽｷﾑﾐﾙｸ
牛乳 豆乳 塩 ｺｼｮｳ 白ﾜｲﾝ
鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ ﾊﾟﾝ粉 粉ﾁｰｽﾞ
ﾊﾟｾﾘ
♦ｱｻﾘ 生姜 醤油 きび砂糖
酒 みりん ｷｭｳﾘ ｷｬﾍﾞﾂ 人
参 酢 からし ｺﾞﾏ油 白ｺﾞﾏ

♦豚肉 酒 じゃが芋 玉ね
ぎ 白滝 人参 切干大根 ｻﾔ
ｲﾝｹﾞﾝ ﾀﾓｷﾞﾀｹ 干椎茸 生姜
菜種油 醤油 味噌 黒砂糖
きび砂糖 酒 みりん 昆布
♦ｻﾊﾞ 生姜 酒 ｳｽﾀｰｿｰｽ き
び砂糖 味噌 白ｺﾞﾏ
♦ほうれん草 ﾓﾔｼ のり 醤
油

♦ｿﾌﾄﾗｰﾒﾝ 豚肉 生姜 ﾆﾝﾆｸ
醤油 酒 菜種油 ﾒﾝﾏ ﾓﾔｼ
人参 玉ねぎ 白菜 長ねぎ
ほうれん草 ﾜｶﾒ みりん 塩
ｺｼｮｳ ｺﾞﾏ油 白ｺﾞﾏ 鶏ｶﾞﾗ
豚骨 煮干し 昆布
♦さ つまいも 塩 小麦 粉
ﾍﾞｰｷﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ 卵 牛乳 き
び砂糖 菜種油 黒ｺﾞﾏ

♦胚芽米 大麦 ﾊﾞﾀｰ 白ﾜｲﾝ
塩 ﾊﾞﾗﾍﾞｰｺﾝ ｴﾋﾞ ｱｻﾘ ｲｶ
玉ねぎ 人参 ﾏｯｼｭﾙｰﾑ ﾊﾟｾ
ﾘ 菜種油 ｺｼｮｳ
♦ｶﾚｰｺﾛｯｹ 菜種油
♦ﾐｶﾝ缶 ﾊﾟｲﾝ缶 黄桃缶 梨
缶 夏ﾐｶﾝ缶

栄南中 3 年ランチルーム給食

栄南中スキー学習１年４５組

３０日
パスタミートソース
厚揚げサラダ
ヨーグルト

３１日
ひじきごはん
けんちん汁味噌味
豚肉の
バーベキューソース

栄南中スキー学習１年 123 組

２７日
ごはん
マーボー豆腐
揚げえびシュウマイ
おひたし
（小松菜・もやし）

２８日
横割バンズパン
コーンシチュー
釧路産たらフライ
・ケチャップソース
スライスチーズ
キウイフルーツ

２９日
チキンカレー
和風サラダ（しらす）
ポンカン

882kcal・461mg

867kcal・799mg

863kcal・320mg

873kcal・509mg

820kcal・415mg

♦豆腐 豚肉 生姜 ﾆﾝﾆｸ 菜
種油 人参 長ねぎ 干椎茸
味噌 醤油 黒砂糖 きび砂
糖 ｵｲｽﾀｰｿｰｽ 酒 ｺﾞﾏ油 豆
板醤 唐辛子 でん粉
♦ｴﾋﾞｼｭｳﾏｲ 菜種油
♦小松菜 ﾓﾔｼ 糸ｶﾂｵ 醤油

♦ｺｰﾝ ﾊﾞﾗﾍﾞｰｺﾝ 玉ねぎ 人
参 じゃが芋 ﾊﾟｾﾘ 小麦粉
ﾊﾞﾀｰ 菜種油 ﾁｰｽﾞ ｽｷﾑﾐﾙｸ
牛乳 豆乳 塩 ｺｼｮｳ 白ﾜｲﾝ
鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ
♦釧路産たらﾌﾗｲ 菜種油 ｹ
ﾁｬｯﾌﾟ ｳｽﾀｰｿｰｽ きび砂糖
からし 赤ﾜｲﾝ

♦白飯 鶏肉 塩 ｺｼｮｳ ｶﾚｰ
粉 白ﾜｲﾝ じゃが芋 人参
玉ねぎ ｾﾛﾘ ﾘﾝｺﾞ 生姜 ﾆﾝﾆ
ｸ ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ 菜種油 小麦粉
ｶﾚｰﾙｳ ｳｽﾀｰｿｰｽ ｹﾁｬｯﾌﾟ 醤
油 赤ﾜｲﾝ ｼﾅﾓﾝ ｵｰﾙｽﾊﾟｲｽ
鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ
♦大根 ｷｭｳﾘ 人参 しらす
干し 酒 醤油 酢 菜種油
きび砂糖 塩 ｺﾞﾏ油 ｺｼｮｳ
白ｺﾞﾏ

♦ｿﾌﾄﾊﾟｽﾀ 豚肉 大豆 玉ね
ぎ 人参 ﾏｯｼｭﾙｰﾑ ｾﾛﾘ 生姜
ﾆﾝﾆｸ 菜種油 ﾊﾟｾﾘ 小麦粉
ｶﾚｰ粉 ｹﾁｬｯﾌﾟ ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ ﾎｰ
ﾙﾄﾏﾄ ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ ｳｽﾀｰｿｰｽ
中濃ｿｰｽ 醤油 塩 ｺｼｮｳ 赤ﾜ
ｲﾝ ｵｰﾙｽﾊﾟｲｽ ﾅﾂﾒｸﾞ 鶏ｶﾞﾗｽ
ｰﾌﾟ
♦厚揚げ 生姜 醤油 酒 で
ん粉 小麦粉 菜種油 ｷｬﾍﾞﾂ
ｷｭｳﾘ 人参 きび砂糖 酢 ｺｼ
ｮｳ ｺﾞﾏ油 白ｺﾞﾏ

♦胚芽米 大麦 酒 塩 昆布
鶏肉 ﾋｼﾞｷ 油揚げ 白滝 人
参 ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ 菜種油 醤油
きび砂糖 みりん
♦鶏肉 酒 豆腐 つきこん
にゃく 人参 大根 ごぼう
長ねぎ 菜種油 味噌 削節
（むろ） 昆布
♦豚肉 塩 ｺｼｮｳ 酒 小麦粉
でん粉 菜種油 生姜 ﾆﾝﾆｸ
玉ねぎ 醤油 ｳｽﾀｰｿｰｽ きび
砂糖

栄南中スキー学習２年１２組

栄南中 3 年ランチルーム給食

栄南中スキー学習２年３４組

