
平成２９年６月２８日

札幌市立北野小学校

札幌市立平岡中央小学校

クリーン青果物： クリーン農業によって栽培、収穫された農作物。クリーン農業の取組とは、
たい肥などの有機物を使った健全な土づくりに努め、化学肥料や化学合

成農薬の使用をできるだけ減らして農作物を生産すること。

平成２９年度 産地指定供給予定青果物
品 名 産地・JA名 品 名 産地・JA名

じゃがいも JAとうや湖・JAふらの とうもろこし JAさっぽろ

JAようてい・JAきたみらい 生姜 高知産

玉ねぎ JAふらの・JAさっぽろ かぼちゃ JA北いしかり

人参 JA新はこだて（七飯産） 小松菜 JAさっぽろ

JAふらの・JAようてい ブロッコリー JAさっぽろ

JAとうや湖 きゅうり JA新すながわ

大根 JA新はこだて（七飯産） 小松菜 JAさっぽろ

JA道央・JAとうや湖 ピーマン JAにいかっぷ

長ねぎ JAなんぽろ りんご JA新はこだて（七飯産）

にら JA新はこだて キウイフルーツ JA愛媛たいき

ミニトマト JA当麻 清見オレンジ

キャベツ JAなんぽろ・JA伊達市 ポンカン

JAとうや湖 デコポン

白菜 JA道央 天草

にんにく JA十勝清水町 柿 JA佐渡

レタス JAさっぽろ

きゅうしょく
札幌市の学校給食では、ほとんどの物資を、札幌市学校給食

会から購入しております。

札幌市学校給食会では、安全で良質な物資の安定的供給を努

めており、その一環として、クリーン青果物の供給及び地産地

消の観点から、札幌近郊や北海道内各産地の供給ならびに国内

産地の青果物の供給を行っております。

ご好評をいただいております「親子料理教

室」が、清田区食生活改善推進員協議会主催

で開催されます。

清田区産のほうれん草を使って、学校給食で人

気のある料理を作ります。講師は、清田区内の

栄養教諭・栄養士です。

申し込み方法など詳しい内容は、清田区健康・

子ども課すこやか推進係までお問い合わせくださ

い。（TEL８８９－２０４９）

ほうれん草ピラフ
鶏肉のハーブ焼き
フルーツ白玉

＊日 時 7月2８日(金）
午前１０時～午後１時

＊対 象 清田区内にお住まいの小学3年～
６年生とその保護者

＊定 員 15組（申し込みが定員を超えた場
合は抽選）

＊会 場 清田区保健センター ２階
栄養実習室

＊参加費 無料
＊持ち物 エプロン、三角巾、上靴

JAにしうわ



７月予定献立                             ＊牛乳は毎日つきます 
月 火 水 木 金 

３日 ごはん 

豆腐のｵｲｽﾀｰｿｰｽ煮 

ししゃものピリカラ揚げ 

ナムル（ねぎタレ） 

 

４日 背割りコッペ 

コーンクリームスープ 

セルフドック 

果物 

５日 

鮭ミックス丼 

味噌汁 

おひたし 

６日 

パスタシーフードトマトソース 

バジルポテト 

７日  

わかめごはん 

豚汁 

鶏肉の照り焼き 

ごはん/豆腐、豚肉、ﾋﾟｰﾏﾝ、

玉ねぎ、長ねぎ、人参、生

姜、にんにく、菜種油、醤

油、ｵｲｽﾀｰｿｰｽ、片栗粉/子持

ちｶﾗﾌﾄししゃも、片栗粉、

小麦粉、菜種油、醤油、豆

板醤/ハム、ほうれん草、も

やし、人参、醤油、生姜、

にんにく、長ねぎ、豆板醤、

ごま油、白ごま 

パン/ホールコーン、ｸﾘｰﾑ

ｺｰﾝ、ﾍﾞｰｺﾝ、玉ねぎ、人参、

パセリ、小麦粉、バター、

菜種油、牛乳、豆乳、スキ

ムミルク、チーズ/ﾌﾗﾝｸ（豚

肉、豚脂肪、水あめ）、ケ

チャプ/さくらんぼ 

ごはん/鮭、醤油、生姜、

片栗粉、小麦粉、菜種油、

厚揚げ、玉ねぎ、たけのこ、

人参、白ごま/豆腐、なめ

こ、長ねぎ、味噌/小松菜、

もやし、糸かつお、醤油  

ゆでパスタ/ベーコン、え

び、いか、あさり、玉ねぎ、

にんじん、マッシュルー

ム、セロリ、にんにく、オ

リーブ油、パセリ、小麦粉、

ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ、トマト缶、オレ

ガノ/じゃが芋、菜種油、

にんにく、オリーブ油、バ

ジル 

胚芽米、大麦、炊き込みわ

かめ、白ごま/豚肉、豆腐、

じゃが芋、こんにゃく、人

参、大根、玉ねぎ、ごぼう、

長ねぎ、生姜、菜種油、味

噌/鶏肉、醤油、生姜、片

栗粉、小麦粉、菜種油、醤

油、白ごま 

１０日 ごはん 

けんちん汁 

変わり焼き肉 

のりとあさりの佃煮 

１１日 背割りコッペ 

チリコンカン 

チンゲン菜のスープ 

オレンジゼリー 

１２日 ごはん 

ジンギスカン 

いかフライ 

たたききゅうり 

 

１３日  

冷やしたぬきうどん（えび入り） 

チーズポテト 

果物 

１４日  

小松菜ピラフ 

高野豆腐のフライ 

切り干し大根のサラダ 

ごはん/鶏肉、豆腐、こんに

ゃく、人参、大根、ごぼう、

長ねぎ、菜種油、醤油/豚肉、

小麦粉、片栗粉、菜種油、

生姜、にんにく、玉ねぎ、

醤油/あさり、生姜、醤油、

のり、ひじき、水あめ 

パン/豚挽肉、いんげん豆、

玉ねぎ、じゃが芋、人参、パ

セリ、菜種油、ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ、ﾃﾞ

ﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ、醤油/ベーコン、

チンゲン菜、春雨、ﾎｰﾙｺｰﾝ、 

醤油/みかんジュース、粉寒

天、みかん缶 

ごはん/羊肉、生姜、にん

にく、醤油、玉ねぎ、もや

し、ピーマン、キャベツ、

じゃが芋、菜種油、りんご

/ｲｶﾌﾗｲ(いか、パン粉、小

麦粉、大豆、片栗粉、植物

油脂)、菜種油/きゅうり、

醤油、ごま油、白ごま 

ゆでうどん/あさり、えび、

人参、春菊、ごぼう、切り

干し大根、ひじき、小麦粉、

鶏卵、菜種油、つと、ほう

れん草、長ねぎ、干し椎茸、

醤油/じゃが芋、バター、

チーズ、牛乳、スキムミル

ク/冷凍みかん 

胚芽米、大麦、ﾊﾞﾀｰ、ベーコ

ン、人参、玉ねぎ、にんにく、

ホールコーン、菜種油、小松

菜、醤油/高野豆腐、醤油、

ｶﾚｰ粉、小麦粉、白ごま、鶏

卵、パン粉、菜種油/切り干

し大根、まぐろ水煮、人参、

もやし、きゅうり、白ごま、

味噌、醤油、ごま油 

１７日  

 

１８日 黒コッペ 

ポテトグラタン 

あさりのｶﾘｯとサラダ 

果物 

２３    １９日  
カレーライス 

小松菜とﾍﾞｰｺﾝのサラダ 

２０日 

冷や麦 

ごまポテト 

枝豆 

２１日  

ﾚﾀｽ入り焼豚チャーハン 

白花豆コロッケ 

フルーツミックス 

パン/ﾍﾞｰｺﾝ、玉ねぎ、じゃ

が芋、人参、マッシュルー

ム、小麦粉、バター、菜種

油、チーズ、ｽｷﾑﾐﾙｸ、牛乳、

豆乳、パン粉、パセリ/あ

さり、生姜、醤油、小麦粉、

片栗粉、菜種油、きゅうり、

キャベツ、人参、ごま油、

白ごま/冷凍みかん 

ごはん/豚肉、じゃが芋、

人参、玉ねぎ、セロリ、り

んご、生姜、にんにく、グ

リンピース、菜種油、小麦

粉、カレールー、醤油/ベ

ーコン、小松菜、もやし、

醤油、菜種油、白ごま 

ゆで冷や麦/油揚げ、干し

椎茸、醤油、つと、きゅう

り、長ねぎ/じゃが芋、菜

種油、白すりごま/枝豆 

胚芽米、大麦、醤油、菜種油、

豚肉、長ねぎ、生姜、にんに

く、人参、玉ねぎ、ﾎｰﾙｺｰﾝ、

干し椎茸、レタス、ごま油/

ｺﾛｯｹ(白花豆、ﾏｯｼｭﾎﾟﾃﾄ、バ

ター、ｽｷﾑﾐﾙｸ、パン粉、米粉、

小麦粉、植物油脂)、菜種油/ 

みかん缶、パイン缶、黄桃缶、

洋梨缶 

２４日 

カオ・ラートナー・ガイ 

ワカメスープ 

果物 

２５日 

終業式 

 

 

ごはん/鶏肉、ナンプラー

（ｶﾀｸﾁｲﾜｼｴｷｽ）、醤油、小

麦粉、片栗粉、菜種油、玉

ねぎ、ﾋﾟｰﾏﾝ、赤ﾋﾟｰﾏﾝ、わ

けぎ、ｵｲｽﾀｰｿｰｽ、ｺｰﾝｽﾀｰﾁ

/わかめ、豆腐、干し椎茸、

長ねぎ、醤油、白ごま、ご

ま油/さくらんぼ 

 

 

★献立名の下に、使用している主な食材を記載しています。 

★調味料は、基本的に、味噌、醤油を記載しています。 

★だしやベースになるスープは、削り節、昆布、煮干し、鶏がら、豚骨、鶏がら

スープ(液体)、豚骨スープ(液体)を使用しています。 

★果物は、入荷状況により変更になることもあります。 

★ししゃもやしらす干しなどの小魚、わかめ等の海産物には、甲殻類が混入して

いる場合があります。 

 

※使用食材等について、ご不明な点がありましたらお問い合わせください。 

フードリサイクル 
札幌市では、学校給食で出た、調理くずなどの生

ゴミを堆肥化し、その堆肥を利用して育てられた作

物を、給食の食材にする取組を行っています。これ

が「さっぽろ学校給食フードリサイクル」です。 

 平成１８年度から実施し、リサイクルだけでな

く、食や環境を考え、ものを大切にする子どもを育

てることを目標にしています。 

さっぽろ学校給食 

とうもろこし（札幌産） 

９月に「ゆでとうもろこし」

として提供します。 

レタス（札幌産） 

７月２１日 （金 ）の

「焼豚チャーハン」に

使用します。 

玉ねぎ（札幌産） 

「さつおう」という種

類を、１１月に使用

します。 


