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 まだ冷たい春風が吹く中、いよいよ新しい年度がスタートしました。中学校生活は、心も体も大きく変化していく

３年間です。毎日の給食を通して、そして様々な機会をとらえて生徒のみなさんの健康作りをサポートしていけるよ

う関係者一同努力していきたいと考えています。ご協力どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            ○感謝の心（生産に関わる人々への感謝）   

                                ○心身の健康（栄養や食事のとり方） 

                               ○食品を選択する力（食品安全判断力） 

                          ○社会性（食事を通じ人間関係を作る） 

                         ○食事の重要性（食事の喜び、楽しさ）  

                                ○食文化（郷土を愛する心の育成） 

                         

 

○栄養量について○ 

成長期に欠かせない栄養素、

特に家庭では不足しがちな 

栄養素に重点をおき献立を作

成しています。 

 

○安全で素材の味をいかした給食作り○ 

衛生管理を徹底して行い、安心、安全な給食作りに努めます。ま

た、使用する食材本来の味をいかし、健康のために基本は薄味

ながらも中学生が食べやすいようメリハリのきいた味付けを心

がけます。中学校にはオーブンが設置されているので焼き物の

バラエティも豊富です。 

○リザーブ給食○ 

健康の自己管理能力を育てる

一環として計画しています。

「自分で選ぶ」楽しさも！ 

 

○親子給食○ 

今年度も屯田北中学校の給食

室で篠路西中と屯田北中の給

食（約 1350 食）を作ります。 

屯田北中学校では、調理員 10

名が調理作業をします。 

篠路西中では、配膳員 3 名が 

配膳作業をします。 

献立の作成、食材の購入等は、

屯田北中 栄養教諭（下山）が

担当します。アレルギー対応に

関わらず、何かご心配な点など

ありましたら電話等でお問い合

わせ下さい。 

 ご家庭と連携をとりながら、食育をすすめて

いきたいと考えています。 

いきたいと考えています。 

○フードリサイクル作物○ 

環境、安全に配慮した堆肥から

作られた美味しいレタス、玉ね

ぎ、とうもろこしの使用を予定

しています。 

○地産地消・地場産物 

積極的に活用をすすめて

いきます。 

○主食の曜日指定について○ 

札幌市では、工場の作業能力な

ど衛生管理の面から、主食の曜

日指定が行われています。早出

し日など学校行事の関係で変更

する場合がありますが、基本的

には以下の通りです。 

≪月～麺、火～自校炊飯 水・金

～白飯（委託）、木～パン≫ 



 

                                          屯田北中学校 

月 火 水 木 金 

 

 

   

６日 

始業式 

７日     826kcal 

ごはん 

豚汁 

さんまかばやき 

ナムル 
◆豚肉 豆腐 じゃが芋 こん
にゃく 人参 大根 玉ねぎ 
ごぼう 長ネギ 生姜 削節（ﾑ
ﾛ） 昆布◆さんま 生姜 かた
くり粉 小麦粉 ごま◆ほうれ
ん草 もやし ﾊﾑ 人参 ごま 
ごま油 ﾄｳﾊﾞﾝｼﾞｬﾝ 

１０日    760kcal １１日    831kcal １２日    786kcal    １３日    820kcal １４日    810kcal 

しょうゆラーメン 

シナモンポテト 

パイン（缶） 

 

たきこみいなり 

カレーコロッケ 

ごま和え 

和風そぼろごはん 

味噌汁 

りんご 

横割バンズ 

コーンクリームｽｰﾌﾟ 

フイッシュバーガー（た

ら）スライスチーズ 

清見オレンジ   

ごはん 

すき焼き 

揚げえびシュウマイ 

のりとあさりの佃煮 

 
◆ｿﾌﾄﾗｰﾒﾝ 豚肉 ﾒﾝﾏ 生姜 
にんにく つと もやし 玉ねぎ 
人参 長ねぎ ほうれん草 茎
わかめ 鳥ガラ 豚骨 昆布 
煮干し ﾄｳﾊﾞﾝｼﾞｬﾝ  
◆さつま芋  

◆胚芽米 大麦 昆布 油揚
げ 人参 しいたけ ひじき 
ごま 焼きのり 
◆冷凍ﾎﾟﾃﾄｺﾛｯｹ 
◆小松菜 もやし ごま 

◆白飯 鶏肉 焼き豆腐 切干
大根 しいたけ ごま 生姜 
人参 ごぼう ひじき 油揚げ  
◆厚揚げ 小松菜 昆布 削り
節（ムロ） 
 

◆ﾍﾞｰｺﾝ ｺｰﾝ 玉ねぎ 人参
ﾊﾟｾﾘ 小麦粉 ﾊﾞﾀｰ ﾁｰｽﾞ ｽ
ｷﾑﾐﾙｸ 牛乳 豆乳 鶏ｶﾞﾗｽｰ
ﾌ  ゚  
◆冷凍ﾌﾗｲ（釧路産たら） 

◆豚肉 焼き豆腐 しらたき 
玉ねぎ 白菜 長ネギ たもぎ
茸 車ふ 春菊 しいたけ  
◆冷凍ｼｭｳﾏｲ 
◆あさり 生姜 もみのり ひ

じき 水あめ 

１７日    853kcal １８日    731kcal    １９日    870kcal    ２０日    842kcal ２１日     

パスタミートソース 

小松菜とコーンのサ

ラダ 

ヨーグルト 

あさりごはん 

チキンカツ 

磯和え 

豚ミックス丼 

味噌汁 

清見オレンジ 

ツイストパン 

チキンクリームｼﾁｭｰ 

厚揚げサラダ 

冷凍パイン 

 

 

 給食なし 

（発育測定） 

◆ｿﾌﾄﾊﾟｽﾀ 豚肉 大豆水煮 
玉ねぎ 人参 ﾏｯｼｭﾙｰﾑ ｾﾛﾘ 
生姜 にんにく ﾊﾟｾﾘ ﾎｰﾙﾄﾏﾄ 
ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ 小麦粉 鶏ｶﾞﾗｽｰﾌ  ゚
◆ﾊﾑ 小松菜 ｺｰﾝ ごま 

◆ｶｯﾌﾟ入りﾖｰｸﾞﾙﾄ（90ｇ） 

◆胚芽米 大麦 昆布 あさり 
生姜 人参 油揚げ たけのこ
ごぼう しいたけ しらたき ｸﾞ
ﾘﾝﾋﾟー ｽ  
◆鶏肉 小麦粉 卵 ﾊﾟﾝ粉  
◆小松菜 もやし 切のり 

◆白飯 豚肉 生姜 かたくり粉 
小麦粉 厚揚げ 玉ねぎ たけ
のこ 人参 ﾋﾟー ﾏﾝ ごま 
◆じゃが芋 わかめ 長ネギ  

◆鶏肉 人参 玉ねぎ ﾊﾟｾﾘ 
じゃが芋 小麦粉 ﾊﾞﾀｰ ﾁｰｽ  ゙
ｽｷﾑﾐﾙｸ 牛乳 豆乳 鶏ｶﾞﾗｽ
ｰﾌ  ゚  
◆厚揚げ 生姜 かたくり粉 
小麦粉 ｷｬﾍﾞﾂ きゅうり 人参 
ごま油 ごま 

２４日    751kcal ２５日    794kcal  ２６日    874kcal  ２７日    820kcal ２８日    859kcal 

肉うどん 

ちくわﾁｰｽﾞつめ揚げ 

清見オレンジ 

チキンライス 

南瓜コロッケ 

フルーツミックス 

カレーライス 

あさりのサラダ 

パイン（缶） 

 

背割コッペ 

ポテトグラタン 

チリドック（ﾌﾗﾝｸ） 

りんご 

ご飯 

マーボー豆腐 

ししゃものから揚げ 

おひたし 
◆ｿﾌﾄ麺 豚肉 油揚 つと 
人参 ほうれん草 長ねぎ 
しいたけ たもぎ茸 削節（ﾑ
ﾛ） 昆布 
◆白ちくわ ﾁｰｽﾞ 小麦粉 
卵 

◆胚芽米 大麦 鶏肉 ﾊﾞﾀ  ー
ﾄﾏﾄｼﾞｭｰｽ 人参 玉ねぎ ﾏｯｼ
ｭﾙｰﾑｸﾞﾘﾝﾋﾟー ｽ   
◆冷凍コロッケ 
◆みかん缶 ﾊﾟｲﾝ缶 黄桃缶 
洋梨缶 夏みかん缶 

◆白飯 豚肉 じゃが芋 人参
玉ねぎ セロリ りんご 生姜
にんにく 小麦粉 ｶﾚｰﾙｳ ｸﾞﾘ
ﾝﾋﾟー ｽ 鶏がらｽｰﾌ  ゚
◆あさり 生姜 きゅうり ｷｬﾍﾞ
ﾂ 人参 ごま ごま油 

◆ﾍﾞー ｺﾝ 玉ねぎ 人参 ﾊﾟｾﾘ 
じゃが芋 小麦粉 ﾊﾞﾀｰ ﾁｰｽ  ゙
ｽｷﾑﾐﾙｸ 牛乳 豆乳 鶏ｶﾞﾗｽ
ｰﾌ  ゚  ﾊﾟﾝ粉 
◆ﾎﾟー ｸﾌﾗﾝｸ 玉ねぎ ﾄﾏﾄﾋﾟｭ
ｰﾚ 

◆豆腐 豚肉 生姜 にんにく 
人参 長ねぎ 干椎茸 ｵｲｽﾀｰ
ｿｰｽ ごま油 片栗粉 ﾄｳﾊﾞﾝｼﾞ
ｬﾝ◆ｶﾗﾌﾄししゃも 小麦粉 か
たくり粉 ◆ほうれん草 白菜 
糸かつお 

 

★牛乳（２００ｍｌ・メグミルク）は、毎日つきます。 ★日付の横の数字は、総エネルギー量を表しています。 

★記載されている果物は、気候や生育状況などにより変更する場合があります。（缶詰め以外は国産品使用） 

★魚介類、海藻、乾物〈日本近海産〉については、入札参加時に放射性物質検査成績書の提出を受けております。 

また、果物・野菜などは、月４品目程度放射性物質検査を実施しています。 

★冷凍あさり、ししゃも等の海産物全般について・・・小さなかに、えびが混入している場合があります。 

★アレルギーの関係で使用する予定の食材名を記載しています。調味料や加工食品については一部を除き記載していませ

ん。ご不明な点、ご心配な点などありましたら、屯田北中 栄養教諭 下山までお問い合わせください。 

① 手洗い後に使用

する「ハンカチ」 

② 机の上に敷く「ラ

ンチマット」 

③ 給食当番は「エプ

ロン・三角巾・マ

スク」を必ず用意

してください。 

☆給食用パン「バターロール」の 

名称変更について☆ 

札幌市の給食で使用している「バターロー

ル」（パン）には「（コンパウンド）バター」を

使用していないことから、4月より名称が「ロ

ールパン」と変更になりました。原材料及び配

合割合については変更ありません。 
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