
親学校の八条中学校は、栄養教諭１

長を願って、バランスのとれた献立、安全

をよろしくお願いいたします。

八条中学校は、自校の給食と給食室のない

分も作る「親子方式」の調理校です。子学校

学校の分と合わせて約１１００人分の給食を

小学校高学年

エネルギー（kcal） 760

たんぱく質（g） 28

脂肪エネルギー比（%）

食塩相当量（g）

カルシウム（mg） 400

鉄（mg） 4

ビタミンＡ（μgRE） 200

ビタミンＢ1（mg） 0.5

ビタミンB2（mg） 0.5

ビタミンC（mg） 25

食物繊維（g） 6

エネルギー全体

３

１名、委託の調理員９名で給食提供を行っています

安全でおいしい給食づくりに努めていきます。学校給食

のない「子学校」の

子学校である陵陽中

を作っています。

月 火

パン 白飯

小学校高学年 中学校

820

30

450

4

300

0.5

0.6

35

6.5

全体の２５～３０％

３未満

※行事等で変更することがあります

★ごはん～道産米を使用

胚芽精米

★ パ ン ～道産小麦で

パン・ツイストパンなど

メニューに

す。

★ 麺 ～道産小麦で

身体の成長に合

小学校に比べ変わっています

多くなり、食器は茶

も大きくなります。

学校給食では、食事摂取基準

こととしますが、不足傾向

どの栄養素はやや割合

平成２７年４月７日

札幌市立陵陽中学校

っています。子どもたちの健やかな成

学校給食へのご理解とご協力

水 木 金

麺 味付きごはん 白飯

することがあります。

使用します。味付きごはんは

胚芽精米と大麦を混ぜて炊きます。

で作られています。かぼちゃ

パン・ツイストパンなど１２種類のパンを

メニューに合わせて使い分けていま

で作られています。

合わせて、給食の栄養価も

わっています。量が全体的に

茶わんとカップが小学校より

食事摂取基準の１/３量をとる

不足傾向にあるカルシウムな

割合を高く設定しています。



6 7 8 9 10

月 火 水 木 金

白飯/豚肉・豆腐・じゃがいも・板こん

にゃく・にんじん・大根・たまねぎ・ごぼ

う・長ねぎ・しょうが/いかフライ（既

製品）/ミニトマト

ソフトラーメン・豚肉・メンマ・しょうが・

にんにく・つと・もやし・たまねぎ・にん

じん・長ねぎ・ほうれん草・茎わかめ/

さつまいも・黒ごま/清見オレンジ

胚芽精米・大麦・鶏肉・たまねぎ・にん

じん・グリンピース/白花豆コロッケ（既

製品）/小松菜・ハム・ホールコーン・白

ごま

白飯・鶏ひき肉・焼き豆腐・切干大根・干しし

いたけ・白ごま・しょうが・ごぼう・にんじん・

油揚げ・ひじき/じゃがいも・塩わかめ・長ね

ぎ/焼きちくわ・小松菜・もやし

始業式

ごはん

豚汁

いかフライ

ミニトマト

しょうゆラーメン

大学芋

くだもの

チキンライス

白花豆コロッケ

小松菜とコーンのサラダ

和風そぼろごはん

味噌汁

からし和え

振替休業日

カレーライス

コールスローサラダ

くだもの

パスタミートソース

ストローポテトサラダ

ヨーグルト

焼豚チャーハン

豆寄せフライ

フルーツミックス

ごはん

マーボー豆腐

揚げぎょうざ

ナムル

13 14 15 16 17

20 21 22 23 24

白飯・豚肉・じゃがいも・たまねぎ・にん

じん・セロリ・りんご・しょうが・にんにく・

グリンピース/きゃべつ・にんじん・ホー

ルコーン/パイン缶詰

ソフトパスタ・豚ひき肉・大豆水煮・たまねぎ・に

んじん・セロリ・しょうが・にんにく・パセリ・ホー

ルトマト/じゃがいも・ハム・きゃべつ・きゅうり・

白ごま/ヨーグルト

胚芽精米・大麦・豚肉・長ねぎ・しょうが・にんに

く・たまねぎ・にんじん・ホールコーン・干ししい

たけ・グリンピース/すりみ・焼き豆腐・卵・枝豆・

大豆水煮・白ごま/みかん缶詰・パイン缶詰・黄

桃缶詰・なし缶詰・なつみかん缶詰

白飯/豆腐・豚ひき肉・しょうが・にんに

く・にんじん・長ねぎ・干ししいたけ/

ぎょうざ（既製品）/ハム・ほうれん草・

もやし・にんじん・白ごま

背割コッペ/あさり・ベーコン・じゃがい

も・たまねぎ・にんじん・パセリ・牛乳・

豆乳・チーズ/ポークフランク（既製

品）・たまねぎ/りんご

白飯・鶏肉・しょうが・厚揚げ・にんじん・

たけのこ・ピーマン・白ごま/豆腐・な

めこ・長ねぎ/小松菜・もやし・しょうが

ソフトめん・あさり・桜えび・かたくちいわし・に

んじん・春菊・ごぼう・切干大根・ひじき・卵・鶏

肉・つと・ほうれん草・長ねぎ・たもぎたけ・干し

しいたけ/じゃがいも・チーズ・牛乳/清見オレン

ジ

胚芽精米・大麦・ほうれん草・ベーコン・

たまねぎ・にんじん・にんにく・ホール

コーン/鮭フライ（既製品）/大根・ツ

ナ・きゅうり・にんじん・白ごま

白飯/豆腐・豚肉・ピーマン・長ねぎ・に

んじん・たけのこ・しょうが・にんにく/

春巻き（既製品）/ほうれん草・もやし・

糸かつお

背割コッペ

あさりのチャウダー

焼フランク

くだもの

鶏ミックス丼

味噌汁

しょうが和え

たぬきうどん

チーズポテト

くだもの

ほうれん草ピラフ

鮭フライ

大根サラダ

ごはん

豆腐のオイスターソース煮

春巻き

おひたし

バターロール

ポテトグラタン

小松菜とベーコンのサラダ

くだもの

ごはん

ピリカラすき焼き

揚げえびシュウマイ

のりとあさりの佃煮
昭和の日

ひじきごはん

ちくわチーズつめ揚げ

ごま和え

バターロール/じゃがいも・ベーコン・

たまねぎ・にんじん・チーズ・牛乳・豆

乳・粉チーズ・パセリ/小松菜・ベーコ

ン・もやし・白ごま/りんご

白飯/豚肉・焼き豆腐・しらたき・たまねぎ・

白菜・長ねぎ・たもぎたけ・白すりごま・にん

にく・しょうが・りんご/えびシュウマイ（既

製品）/あさり・しょうが・もみのり・ひじき

胚芽精米・大麦・鶏肉・ひじき・油揚げ・

しらたき・にんじん・グリンピース/ちく

わ・チーズ・卵/小松菜・白菜・白すりご

ま

27 28 29 30

・牛乳は毎日つきます。

・献立名の下に、主に使用している食材名を記載します。調味料・香味野菜等は記載していません。

・青果物は変更する可能性があります。

・わかめ、冷凍あさり等の海産物には、小さなかに、えび、貝殻が混入している場合があります。

６日（月）～始業式 給食なし

７日(火)～入学式 給食なし

１３日（月）～振替休業日



親学校の八条中学校は、栄養教諭１

長を願って、バランスのとれた献立、安全

をよろしくお願いいたします。

八条中学校は、自校の給食と給食室のない

分も作る「親子方式」の調理校です。子学校

学校の分と合わせて約１１００人分の給食を

小学校高学年

エネルギー（kcal） 760

たんぱく質（g） 28
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ビタミンC（mg） 25

食物繊維（g） 6

エネルギー全体

３

１名、委託の調理員９名で給食提供を行っています

安全でおいしい給食づくりに努めていきます。学校給食

のない「子学校」の
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※行事等で変更することがあります

★ごはん～道産米を使用

胚芽精米

★ パ ン ～道産小麦で

パン・ツイストパンなど

メニューに

す。

★ 麺 ～道産小麦で

身体の成長に合

小学校に比べ変わっています

多くなり、食器は茶

も大きくなります。
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どの栄養素はやや割合

平成２７年４月６日
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学校給食へのご理解とご協力
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麺 味付きごはん 白飯

することがあります。

使用します。味付きごはんは

胚芽精米と大麦を混ぜて炊きます。
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パン・ツイストパンなど１２種類のパンを

メニューに合わせて使い分けていま
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わっています。量が全体的に

茶わんとカップが小学校より
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不足傾向にあるカルシウムな
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ソフトラーメン・豚肉・メンマ・しょうが・
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白飯・鶏肉・しょうが・厚揚げ・にんじん・

たけのこ・ピーマン・白ごま/豆腐・な

めこ・長ねぎ/小松菜・もやし・しょうが
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・牛乳は毎日つきます。

・献立名の下に、主に使用している食材名を記載します。調味料・香味野菜等は記載していません。

・青果物は変更する可能性があります。

・わかめ、冷凍あさり等の海産物には、小さなかに、えび、貝殻が混入している場合があります。

６日（月）～始業式 給食なし

１３日（月）～振替休業日


