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給食だより
平成２１年４月６日蒲行もみじ台小学校

、 ノ

今年臘謹よろしく鱗願い鐡し讓鐵’

子供たちが毎Ｂ元気に過ごせるよう、安全でおいしく楽しい給食を目指します。調理

員４名と栄養士1名で、力を合わせてがんばります。含年度は、異学年との交流給食も企

画したいと思います。より充実した給食時間となるよう子供たちの様子や食べ方を見な

がら進めます。給食についてのご$意見｡ご質問がありましたら、栄養士吉川までお気軽に
お知らせください。

飽食の時代の中で、何をどのように食べてい

くと生涯を通じて健康に過ごせるのか、自ら

書え実践できるようになってほしいと願って

います。ノ

‐
Ｉ

h１日に必要な栄養素を100とした場合鵬校給食の割合Ｉ ･かまぼこ、コロッケやハンバーグなどは

原料配合を指定した札幌市独自の特注

品です。食品添加物は極力抑えていま

す。

｡カレー、シチューなどのルウは、道産小

麦とバター、植物油で作ります。

｡手作りのキャロットゼリーやアップルゼ

リーは、子供たちに大人気です。

｡安全で良質な食品の選択に努めていま

す。
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納めて頂いている給食費は、全て食材の

購入に使われています。
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「ご｛函Ｉ *牛乳は毎日２００ｃｃつきます。 もみじ台小学校
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始業式月
tＺわり

背割コッペチヨコクリーム
みそワンタンスープ

ジャーマンポテト

７
火 コッベバンノ豆乳チョコレートココア砂糖コーンスターチバター／

ワンタン豚肉みそメンマにんじんたまねぎもやしなかねき／

じゃがいも油ベーコンたまねぎパセリ
こつ」｡（

ごはんマーボー豆腐
ししやものからあげいそあえ

目 ごはん／豆腐豚肉にんじんながれきしいだけみそ/子持ちししやも

水 小麦粉かたくり粉油／ほうれんそうもやしのり

圏 しょうゆラーメンあおのりポテト
＜痘羊,の

ゆむラーメン豚肉メンマかまぼこもやしたまねきなかねきほうれんそう

木 だもの ＜きわかめ／じゃがいも油青のり ／（|まつさく）
－１Ｆ

わかめごはん鮭の蕊つだあげ

Ⅲ
金 はいが米大麦わかめどま／鶏肉豆腐こんにゃくにんじん危いこん

ごぼうなかねぎみそ／鮭小麦粉かたくり粉油／（りんご）＜7F;字､、

１３ カレーライスごまつなサラダ, ごはん豚肉じゃがいもにんじんだまねきセロリーりんごグリンピース

旦卜≦;蕊し 小麦粉バター油チーズ／ハムはるさめひじきごまつな／（いちご）Ｍ
火 黒角食イタリアンスープ

おこのみあげ

えだまめ

黒角食／ベーコンじゃがいもたまねぎにんじんホールコーンバセリ

マカロニ／あさりえびいかベーコンキャベツ切り干し大根ひじき

小麦粉卵油／えだまめ
Ｌ二ｂへ１ｓ

ごはん五目煮

さんまかばやきくだもの

１５ ごはん／豚肉だいこんにんじん厚揚げ高野豆腐こんにゃくさつまあげ

水 しいたげさやいんげん／さんまかだくり粉小麦粉油／（りんご）

スパゲティミートソース１６ ゆでスパゲティ豚肉大豆たまねぎにんじんセロリー小麦粉バター油

木 ほうれんそうとベーコンのサラダ， チーズトマト(缶詰）／ベーコンほうれんそうもやし、
金 コーンピラフ

卒さり囚芝ラダ
簿わり焼肉

はいが米大麦バターベーコンたまねぎにんじんホールコーン

グリンピース／あさりきゅうりキャベツにんじん／

膣
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肉しwEめ箕みそしる２０ ごはん豚肉メンマにんじんもやしほうれんそうたまねぎりんこ／豆腐

｛』年
Ⅱ
！

なめごながねぎみそ／えびシュウマイ油

バター□－几ベーコンシチュー

あつあげサラダ

＜だもの

２１ バターロール／ベーコンじゃがいもたまねぎにんじんパセリ小麦粉

火 パター油牛乳豆乳チーズ／厚揚げ油キャベツきゅうりにんじん／

(キウイフルーツ）

ごはんぶたじる恒もの
いかフライひじきの煮物

２２

水

ごはん／豚肉豆腐じゃがいもこんにゃくにんじんだいこんだまねき

ごぼうながねぎみそ／いかフライ油／ひじき油揚げにんじんさつまあげ

きつねうどんきなごポテト
からしあえ

２３ ゆでうどん油揚げ鶏肉かまぼこだもきたけしいたげながれき

木 ほうれんそう／じゃがいも油きな粉砂糖／ハムごまつなもやし

態ン（
野菜コロッケ
フルーツミックス

２４ はいが米大麦豚肉豆腐メンマにんじんほうれんそうもやし／

金 ポテトコロッケ(野菜）油／みかんパインりんご黄桃洋なし(以-1-編藷）

砂糖

２７ ごはんにくじやか

ばつけカレーあ咳進。

ごはん／豚肉大豆じゃがいもたまねぎしらださにんじん切り干し大根

1肩 さやいんげんしいだけ／ほつけ小麦粉かたくり粉油／あさりのりひじき

水あめ肥
火 横割バンズキヤロットポタージユ

チキンてりやきキヤベツソテー
＜だもの

バンズバン／ベーコンたまねぎにんじんじゃがいもパセリ小麦粉バター

油チーズ牛乳豆乳／鶏肉かたくり粉小麦粉油／キャベツ／

(りんご）

２９

今ﾐ鶏:L鼠与今鈎k息さ－ぅ鳥ご>鍵L豊さ募馳さ罫､柊一しようｐ

昭和の曰水

３０ しおラーメンごまポテト

＜だもの

ゆごラーメン豚肉メンマかまぼこもやしにんじんたまねぎはくさい

木 ながれきほうれんそうわかめ／じゃがいも油ごま砂輔／（なつみかん）

＊＜だものは変更になることがあります。
冷凍食品の主な原材料

戸えびシユウマイ、
えび小幾粉

たらすり身こんぶん

たまねぎ大豆だんばく

豚脂卵

－－野菜コロツケーー
じゃがいもグリンピース

豚肉スキムミルク

たまねぎマーガリン

,lかフラ

いか

パン粉

小麦粉

ひじさ入りはるまき
たけのこ大豆油

にんじんごま油

ながねぎきくらげ

とうもろこし小麦粉

にんじん生パン粉ごま
豚肉小麦粉
ひじきごんぷん

曰 こんだて名 読窺宜材鰹

６
月 しごようし乙

姶業式 ｖｃもで狼ＪＰざ

７
火 背割コッペチヨコクリーム

みそワンタンスープ
ワャーマツポテト

コッペパン／豆乳チョコレートココア砂糖コーンスターチバター／

ワンタン豚肉みそメンマ｜こんじんたまねぎもやしながれざ／
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ごはんマーボー豆腐
しし･やものからあげいそあえ

ごはん／豆腐豚肉にんじんながれきしいだけみそ/子持ちししやも

小麦粉かたくり粉油／ほうれんそうもやしのりｇ
木 しょうゆラーメンあおのりポテト

＜治≠､の

ゆむラーメン豚肉メンマかまぼこもやしたまねきなかねざほうれんそう
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金

わかめごはん鮭の襲ったあげ
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はいが米大麦わかめどま／鶏肉豆腐こんにゃくにんじん危いこん
貢l記弓汝がね声？み子．／鉾ノハ壽粉か声ぐし)鉛沖ノ（LjA

１３

月

カレーライスごまつなサラダ,

＜だもの

はん豚肉じゃがいもにんじんだまねきセロリーりんごグリンピース
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１４

火

くつ刀くし0Ｋく

黒角食イタリアンスープ

おこのみあげ

えだまめ

黒角食／ベーコンじゃがいもたまねぎにんじんホールコーンバセリ

マカロニ／あさりえびいかベーコンキャベツ切り干し大根ひじき

ﾉ1N弓＝;|いＮロミｒｈノ言うf二華F、

１５

水

ごはん五目煮

さん訳かばやきくだもの

ごはん／豚肉だいこんにんじん厚揚げ高野豆腐こんにゃくさつまあげ

しいたげちゃいんげん／さんまかたくり粉小麦粉油／（りんご）

１６

木

スパゲティミートソース

ほうれんそうとベーコンのサラタザ

ゆでスパゲティ豚肉大豆たまねぎIこんじんセロリー小麦粉バター油

チーズトマト(缶詰）／ベーコンほうれんそうもやし

１７

金

コーンピラフ

尊さり囚芝ラ
癖わり焼肉

夕

はいが米大麦バターベーコンたまねぎにんじんホールコーン

グリンピース／あさりきゅうりキャベツｌこんじん／
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月
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肉いため箕みそしる
方ilギニアドミノ司佇】マー「

ごはん豚肉メンマにんじんもやしほうれんそうたまねぎりんこ／豆腐

なめごながねぎみそ／えびシユウマイ油

２１

火

バター□－几ベーコンシチュー

あつあげサラダ

＜だもの

バターロール／ベーコンじゃがいもたまねぎにんじんパセリ小麦粉

バター油牛乳豆乳チーズ／厚揚げ油キャベツきゅうりにんじん／

(キウイフルーツ）

２２

水

ごはんぶだじる
恒もの

いかフライひじきの煮物

ごはん／豚肉豆腐じゃがいもこんにゃくにんじんだいこんだまねき

ごぼうながねぎみそ／いかフライ油／ひじき油揚げにんじんさつまあげ

２３

木

きつねうどんきなごポテト

からしあえ

ゆでうどん油揚げ鶏肉かまぼこだもきたけしいたげながれき

ほうれんそう／じゃがいも油きな粉砂糖／ハムごまつなもやし

２４

金
F峯:ン（
野菜コロッケ
フル－１リニ'リノフズ

はいが米大麦豚肉豆腐メンマにんじんほうれんそうもやし／

ポテトコロッケ(野菜）油／みかんパインりんご黄桃洋なし(以上缶詰）

砂編
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月

ごはん|こくじゃが

ほつけカレーあ|ﾃi鱈｡
「、い〆誘六い「、ｲ、豈考

ごはん／豚肉大豆じゃがいもたまねぎしらださにんじん切り干し大根

さやいんげんしいだけ／ほつけ小麦粉かたくり粉油／あさりのりひじき

水あめ

２８

火
横割バンズキヤロットポタージュ

チキンてりやきキヤベツソテー

＜だもの

バンズバン／ベーコンノビまねきＩこんじんじゃがいもパセリ小麦粉バター

油チーズ牛乳豆乳／鶏肉かたくり粉小麦粉油／キャベツ／

(りんご）

２９

水
しようわ
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木

しおラーメンごまポテト

＜だもの

ゆごラーメン豚肉メンマかまぼこもやしにんじんたまねぎはくさい

なか１２１きほうれんそうわかめ／じゃがいも油ごま砂輔／（なつみかん）


