平成 30 年（2018 年）6 月 29 日
札幌市立中央中学校

北海道にも本格的な夏の訪れが近づいています。給食当番の人も、当番以外の人も、給食の前には念入り
に手洗いしましょう。毎日、清潔なハンカチを持参することも忘れずに！

これからの季節、増えてくるのが食中毒。食中毒を防ぐには『細菌をつけない・増やさない・殺菌する』が三大
原則です。そのために、次の３つを習慣にしましょう。

① 手をよく洗う

手から食品に細菌が移らないよう、トイレの後、調理前、食事前など
は十分に洗う。洗った後はペーパータオルや清潔なタオルでふくこと。
なお、消毒用アルコールを使う場合、濡れた手に使っても効果がな
いため、手の水分をしっかりふき取ってから使用するとよい。

② 食品をよく洗う

野菜や魚介類などは流水でていねいに洗ってから調理すれば、
食品に付いている細菌を落とすことができる。

③ 十分に加熱する

火を通すべき食品はしっかり加熱し、殺菌する。肉類などは中まで
十分に火を通し、加熱したらできるだけ早く食べる。スープなどを
再加熱するときも、温める程度でなく、十分に火を通す。できるだけ
作り置きせず、必要な分だけを調理すること。

食中毒に感染した人の細菌によって二次感染しないよう、家庭内で気を配ることが、感染拡大の防止につな
がります。また、買い物の方法や保存方法、まな板など調理器具のお手入れにも気を配りましょう。

★食中毒予防のために知っておきたい①
消費期限 は…

消費期限と賞味期限

期限を過ぎると品質が急速に劣化しやすい食
品の表示。必ず期限内に食べるようにしましょう。

食べ物の表示を見ると、『消費期限』

賞味期限（品質保持期限） は…

と書いてあるものと『賞味期限』と書

比較的日持ちする食品についている表示。おい

いてあるものがあるけど、どこが違う

しく食べられる期限の目安なので、期限を過ぎた

の？？

ら食べられないというわけではありませんが、開
封後は早めに食べきりましょう。直射日光が当た

★食中毒予防のために知っておきたい②

るところや温度の高いところに置いていると、期
限内でも品質が悪くなることがあります。

ペットボトルの飲み残しに注意
蓋を開けたり閉めたりできるペットボトルの飲み物は好きな時に少しずつ飲めて便利です。しかし、一度
開けたペットボトルはいつまでも新鮮ではありません！
ペットボトルで飲む時は…
① 早めに飲みきる！
ペットボトルに直接口をつけて飲むと、口の中の菌や口に残
② 直接口をつけずに、コップ
った食べ物から、いろいろな菌がペットボトルの中に入りま
にあけて飲む！
す。ふたを開けた時に、空気中の菌が入ることもあります。菌
③ 飲み残した時は、冷蔵庫
は温かい温度が好きなので、夏は特に常温に放置しておく
で保管する！
と、飲み物を栄養にして、どんどん増えていきます。

※牛乳２００ｍｌは毎日つきます。
※葉物野菜や果物は、産地の天候などの状況により、やむを得ず一部変更
することがございます。

月

２

858 kcal

火

３

846kcal

水

４

763kcal

カレーライス
深川めし
ゆであげミートソース
小松菜とベーコンの
☆とんかつ
青のりポテト
サラダ
（中濃ソース）
◇アイスクリーム
冷凍カットパイン
ごま和え

木

５

金

849kcal

６

804kcal

ご飯
ジンギスカン
ししゃものから揚げ
きゅうりのからし漬け

☆◇横割バンズ
◇ﾁｷﾝｸﾘｰﾑｼﾁｭｰ
☆エビバーグ
（照り焼きソース）
大根サラダ

・白飯 豚肉 ワイン じゃがいも
人参 玉ねぎ セロリ りんご 生姜
にんにく ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ 菜種油 小麦粉
カレー粉 ｶﾚｰﾙｳ ｳｽﾀｰｿｰｽ ｹﾁｬｯﾌﾟ
醤油 塩 ｼﾅﾓﾝ ｵｰﾙｽﾊﾟｲｽ 鶏がら
スープ
・ベーコン 小松菜 もやし 醤油
酢 菜種油 砂糖 こしょう ごま

・スパゲティ オリーブ油 菜種油
パセリ 豚ひき肉 玉ねぎ 人参 大
豆 ﾏｯｼｭﾙｰﾑ セロリ 生姜 にんに
く 小麦粉 カレー粉 ｹﾁｬｯﾌﾟ ﾃﾞﾐｸﾞ
ﾗｽｿｰｽ ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ ｳｽﾀｰｿｰｽ 中濃ｿｰｽ
醤油 塩 こしょう ｵｰﾙｽﾊﾟｲｽ ナツ
メグ 赤ワイン 鶏がらスープ
・じゃがいも 菜種油 塩 こしょう
青のり

・胚芽米 大麦 酒 醤油 塩 昆布
あさり 生姜 砂糖 みりん 人参
ごぼう 赤みそ 黒砂糖 葉だいこん
・豚肉 塩 こしょう 酒 小麦粉
卵 パン粉 菜種油
・ほうれん草 もやし すりごま 醤
油 砂糖

・ラム肉 生姜 にんにく みりん
醤油 玉ねぎ もやし ピーマン キャ
ベツ 人参 菜種油 りんご 砂糖 ｳ
ｽﾀｰｿｰｽ ケチャップ 赤ワイン
・カラフトししゃも（子持ち） 酒 小
麦粉 片栗粉 菜種油 醤油 砂糖
みりん 酢
・きゅうり 砂糖 塩 からし ごま

・鶏肉 じゃがいも 玉ねぎ 人参
菜種油 パセリ 小麦粉 バター 菜
種油 牛乳 豆乳 ﾁｰｽﾞｽｷﾑﾐﾙｸ 塩
こしょう 白ワイン 鶏がらスープ
・エビバーグ（冷） 菜種油（醤油 砂
糖 みりん 片栗粉）
・大根 まぐろ水煮 きゅうり 人参
ごま 醤油 砂糖 ごま油 酢
こしょう

９

１０

１１

１２

１３

889kcal

790kcal

868kcal

896kcal

豚ミックス丼
チンゲン菜のスープ
さくらんぼ

冷麦
☆とり天
枝豆

焼き豚チャーハン
◇白花豆コロッケ
◇フルーツサワー

ご飯
厚揚げのカレーソース
いかフライ
いそ和え

・白飯 豚肉 酒 醤油 生姜 小麦
粉 片栗粉 菜種油 厚揚げ 玉ねぎ
たけのこ 人参 ピーマン 砂糖 み
りん ごま
・ベーコン チンゲン菜 春雨 ホー
ルコーン 醤油 塩 こしょう 酒
鶏がらスープ 昆布 削り節

・ソフト冷麦 油揚げ 干し椎茸 醤
油 砂糖 酒 みりん ほうれん草
長ねぎ 酢 削り節 昆布
・鶏肉 酒 醤油 生姜 にんにく
塩 こしょう 小麦粉 卵 片栗粉
ﾍﾞｰｷﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ 菜種油
・枝豆 塩

・胚芽米 大麦 酒 油 塩 豚肉
長ねぎ 生姜 にんにく 醤油 みり
ん 人参 玉ねぎ ﾎｰﾙｺｰﾝ ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ
干椎茸 ごま油 こしょう
・白花豆コロッケ（冷） 菜種油
・みかん缶 パイン缶 黄桃缶 洋梨
缶 夏みかん缶 ヨーグルト 砂糖

・厚揚げ 豚ひき肉 人参 玉ねぎ
ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ 生姜 にんにく 菜種油
カレールウ 小麦粉 カレー粉 中濃
ソース ケチャップ 醤油 酒 塩
こしょう 赤ワイン 鶏がらスープ
・いかフライ（冷） 菜種油
・小松菜 もやし 切りのり 醤油

１６

１７

１８

１９

海の日

２３

738kcal

748kcal

750kcal

☆◇ピリカラ冷やし
ラーメン
シナモンポテト
すいか

◇コーンピラフ
☆いわしごまフライ
黄桃缶

・ｿﾌﾄﾗｰﾒﾝ ハム 人参 きゅうり ﾎ
ｰﾙｺｰﾝ 醤油 砂糖 赤みそ 酒 玉
ねぎ 生姜 にんにく ﾄｳﾊﾞﾝｼﾞｬﾝ ｳｽ
ﾀｰｿｰｽ 酢 ごま油 ラー油 すりご
ま 昆布 削り節
・さつまいも 菜種油 砂糖 シナモ
ン

・胚芽米 大麦 バター 塩 白ワイ
ン ベーコン 玉ねぎ 人参 ﾎｰﾙｺｰﾝ
ﾏｯｼｭﾙｰﾑ パセリ 菜種油 こしょう
・まいわし 醤油 酒 生姜 小麦粉
卵 ごま パン粉 菜種油

・豆腐 豚肉 酒 ピーマン 長ねぎ
人参 たけのこ 生姜 にんにく 菜
種油 醤油 砂糖 ｵｲｽﾀｰｿｰｽ こしょ
う 片栗粉 鶏がらスープ
・かれい 片栗粉 菜種油（大根 生
姜 醤油 砂糖 酒 みりん 片栗粉）
・ハム ほうれん草 もやし 人参
醤油 砂糖 ごま油 ﾄｳﾊﾞﾝｼﾞｬﾝ ごま

２４ きつね 801kcal ２５
たぬき 815kcal

ツナライス
冷やしきつねうどん リザーブ給食
◇チーズフォンデュ
サンドコロッケ ☆冷やしたぬきうどん
終業式
☆◇小松菜とコーンの ◇チーズポテト
温州みかんゼリー
（給食なし）
サラダ
・胚芽米 大麦 酒 塩 豆腐 まぐ
ろ水煮 人参 ごぼう 干し椎茸
グリンピース 菜種油 醤油 砂糖
みりん
・ﾁｰｽﾞﾌｫﾝﾃﾞｭｻﾝﾄﾞｺﾛｯｹ（冷）菜種油
・ハム 小松菜 ﾎｰﾙｺｰﾝ ごま 菜種
油 砂糖 酢 醤油 こしょう

共通【ソフトめん ほうれん草 長ね
ぎ 干椎茸 醤油 砂糖 酒 みりん
酢 一味唐辛子 削り節 昆布】
冷やしきつねうどん：油揚げ
冷やしたぬきうどん：あさり 煮干し
さくらえび 人参 春菊 ごぼう 切
干大根 ひじき 小麦粉 卵 菜種油
・じゃがいも 砂糖 バター チーズ
牛乳 スキムミルク
・温州みかんゼリー（冷）

・ﾎｰﾙｺｰﾝ ｸﾘｰﾑｺｰﾝ ﾍﾞｰｺﾝ 玉ねぎ
人参 じゃがいも 小麦粉 ﾊﾞﾀｰ 菜
種油 ｽｷﾑﾐﾙｸ ﾁｰｽﾞ牛乳 豆乳 塩
こしょう 白ワイン 鶏がらｽｰﾌﾟパセ
リ
・ﾎﾟｰｸﾌﾗﾝｸ 玉ねぎ ｹﾁｬｯﾌﾟ ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰ
ﾚ 中濃ｿｰｽ 赤ﾜｲﾝ ﾁﾘﾊﾟｳﾀﾞｰ からし
・あさり 生姜 醤油 みりん 小麦粉
片栗粉 菜種油 人参 きゅうり キャ
ベツ 酢 砂糖 からし ごま油 ごま

873kcal ２０

ご飯
豆腐のｵｲｽﾀｰｿｰｽ煮
かれいから揚げ
（おろしソース）
☆◇ナムル

841kcal

☆◇背割りコッペ
◇コーンシチュー
焼フランク（チリソース）
あさりのカリッとサラダ

791kcal

☆◇角食
ﾚﾀｽ入りﾐﾈｽﾄﾛｰﾈ
☆鮭のクラッカー揚げ
◇チョコクリーム
・ベーコン じゃがいも 玉ねぎ 人
参 レタス マカロニ ﾀﾞｲｽﾄﾏﾄ缶
セロリ ｹﾁｬｯﾌﾟ 醤油 塩 こしょう
白ワイン 鶏がらスープ 鶏がら
・鮭 塩 こしょう 酒 小麦粉 卵
クラッカー 菜種油
・豆乳 ﾁｮｺﾚｰﾄ ﾋﾟｭｱｺｺｱ 砂糖 ｺｰﾝｽﾀｰﾁ

アレルギー表示
☆→鶏卵・うずらの卵使用
◇→牛乳・乳製品使用
※しらす干しやわかめ等の海産物には、小さな
かに、えび等が混入・付着している場合がご
ざいます。また、ししゃもの内臓にも、ししゃも
が捕食したかにやえび等が混入している場
合もございます。

