
 

 
  

月 火 水 木 金 

1 日 

焼豚チャーハン 

☆南瓜コロッケ 

☆フルーツサワー 

 

2 日 ごはん 

マーボー豆腐 

ししゃもの 

から揚げ 

磯和え 

3 日 4 日 5 日 

胚芽精米、大麦、酒、油、食塩、豚

肉、長ねぎ、生姜、にんにく、醤油、

本みりん、人参、玉ねぎ、ホールコ

ーン、干しいたけ、ごま油、黒コシ

ョウ/♢西洋かぼちゃ、パン粉、マ

ッシュポテト、玉ねぎ、脱脂粉乳、

マーガリン、パン粉、上新粉、上白

糖、小麦粉、油(なたね)、水、食塩 

♢揚げ油/みかん缶、パイン缶、黄

桃缶、なし缶、なつみかん缶、ヨー

グルト、上白糖 

豆腐、豚肉、生姜、にんにく、油、

人参、長ねぎ、干しいたけ、赤みそ、

醤油、黒砂糖、きび砂糖、オイスタ

ーソース、酒、ごま油、豆板醤、唐

辛子、片栗粉/カラフトししゃも(子

持ち)、酒、小麦粉、片栗粉、揚げ油、

醤油、本みりん、きび砂糖、穀物酢

/ほうれん草、もやし、切りのり、

醤油 

平成２９年(2017 年)4 月 28 日 

札幌市立光陽中学校 

さわやかな風の吹くすごしやすい季節となりました。新しい環境には慣れたでしょうか？５月後半からは旅行

的行事が始まります。また、中体連に向けて部活動も活発になってきます。朝ごはんの大切さを見直し、きちんと

食べ、元気に学校生活を送りましょう。 

 

みなさん、毎日朝ごはんを食べていますか？朝食を食べている時間がもったいないと考えてしまう人も多くいる

かもしれません。しかし、朝ごはんは胃袋を満たすためだけではなく、寝ている間に不足したブドウ糖を補い、体

を目覚めさせる役割があります！朝ごはんを食べないと、イライラしたり、集中力が欠けたりします。脳の唯一の

エネルギー源であるブドウ糖を朝ごはんでしっかり補給して、体のスイッチをオンにしましょう。 

 「朝ごはんをきちんと食べる習慣のある人ほど、テストの正答率が高い」という調査結果があります。 

さらに、体力や運動能力の向上にも朝ごはんが影響しています。 

ご飯やパンが、脳のエネルギーになるには、ビ

タミン類が必要です。主食だけではなく、野菜や

果物、乳製品などを組み合わせて、バランス良く

栄養をとりましょう。 



 

 

月 火 水 木 金 

8 日 

五目ごはん 

☆鮭の南部揚げ 

酢の物 

9 日  

ごはん 

カレー肉じゃが 

サバのソース焼き 

ごま和え 

１０日 

☆横割バンズ 

☆ポーククリーム 

シチュー 

☆エビバーグ 

清見オレンジ 

11 日 

豚ミックス丼 

味噌汁 

りんご 

12 日 

パスタボンゴレ 

青のりポテト 

☆ヨーグルト 

 

胚芽精米、大麦、酒、食塩、昆布、鶏

肉、油揚げ、しらたき、人参、ごぼ

う、たけのこ、ひじき、干しいたけ、

油、醤油、きび砂糖、本みりん/しろ

鮭、食塩、黒コショウ、酒、小麦粉、

全卵、白ごま、黒ごま、揚げ油/きゅ

うり、わかめ、春雨、穀物酢、醤油、

食塩、きび砂糖 

豚肉、酒、じゃがいも、玉ねぎ、人

参、しらたき、さやいんげん、干しい

たけ、たもぎたけ、生姜、油、醤油、

黒砂糖、きび砂糖、本みりん、カレー

粉△昆布△/さば、生姜、酒、ウスタ

ーソース、きび砂糖、赤みそ、白ごま

/小松菜、もやし、白ごま、きび砂糖、

醤油 

豚肉、白ワイン、じゃがいも、玉ね

ぎ、人参、パセリ、油、小麦粉、バタ

ー、牛乳、豆乳、チーズ、スキムミル

ク、食塩、白コショウ、鶏がらスープ

/♢むきえび、すけそうだら(すり

身)、玉ねぎ、片栗粉、卵白、はちみ

つ、食塩、白こしょう♢揚げ油、醤

油、きび砂糖、本みりん、片栗粉/清

見オレンジ 

豚肉、酒、醤油、生姜、片栗粉、小麦

粉、揚げ油、厚揚げ、玉ねぎ、たけの

こ、人参、ピーマン、油、醤油、きび

砂糖、本みりん、白ごま/豆腐、塩わ

かめ、長ねぎ、白みそ、赤みそ△むろ

あじ、昆布△/りんご 

あさり、白ワイン、大豆、玉ねぎ、人

参、マッシュルーム、セロリー、生

姜、にんにく、油、パセリ、小麦粉、

カレー粉、ケチャップ、トマトピュ

ーレ、トマト缶、ウスターソース、中

濃ソース、醤油、赤みそ、食塩、黒コ

ショウ、赤ワイン、オールスパイス、

ナツメグ、鶏がらスープ/じゃがい

も、青のり、揚げ油、食塩、黒コショ

ウ/ヨーグルト 

15 日 

☆豆腐入りカレー 

ピラフ 

☆ちくわチーズ 

つめフライ 

フルーツミックス 

16 日  

ごはん 

すき焼き 

春巻(ひじき入り) 

鮭ふりかけ 

17 日  

☆角食 

麦入りスープ 

☆白身魚の 

クラッカー揚げ 

☆チョコクリーム 

18 日 

☆かき揚げ丼(えび) 

味噌汁 

おひたし 

19 日 

味噌ラーメン 

きなこポテト 

りんご 

胚芽精米、大麦、バター、白ワイン、

食塩、カレー粉、ベーコン、焼き豆

腐、醤油、人参、玉ねぎ、マッシュル

ーム、油、食塩、グリンピース/ちく

わ、チーズ、小麦粉、全卵、パン粉、

揚げ油/みかん缶、黄桃缶、パイン缶、

なつみかん缶、なし缶 

豚肉、醤油、きび砂糖、酒、油、焼き

豆腐、しらたき、玉ねぎ、白菜、長ね

ぎ、たもぎたけ、焼きふ、春菊、干し

いたけ、黒砂糖、本みりん/♢たけの

こ(水煮)、人参、豚肉(肩)、ひじき、

油(サラダ)、醤油、片栗粉、上白糖、

清酒、調味料、オイスターソース、香

辛料、小麦粉、食塩、片栗粉、キシロ

ース、水♢揚げ油/鮭、酒、炊き込み

わかめ、醤油、しらす干し、切りの

り、本みりん、白ごま 

ベーコン、人参、玉ねぎ、キャベツ、

セロリー、パセリ、大麦、醤油、食

塩、白コショウ、白ワイン、鶏がらス

ープ△鳥がら、玉ねぎ△/真だら、食

塩、黒コショウ、酒、小麦粉、全卵、

クラッカー、揚げ油/豆乳、チョコレ

ート、ピュアココア、きび砂糖、コー

ンスターチ 

むきえび、酒、たんざくいか、あさ

り、さくらえび素干し、しらす干し、

玉ねぎ、人参、ごぼう、春菊、ひじ

き、切り干し大根、小麦粉、全卵、食

塩、揚げ油、醤油、きび砂糖、本みり

ん、片栗粉△むろあじ、宗田△/厚揚

げ、小松菜、白みそ、赤みそ△むろあ

じ、昆布△/小松菜、もやし、糸かつ

お、醤油 

豚肉、玉ねぎ、人参、生姜、にんに

く、白ごま、赤みそ、白みそ、醤油、

酒、本みりん、豆板醤、ごま油、もや

し、メンマ、油、ほうれん草、長ね

ぎ、くきわかめ△鳥がら、豚骨、煮干

し、昆布、玉ねぎ、人参△/じゃがい

も、揚げ油、きな粉、きび砂糖、食塩

/りんご 

22 日 

たきこみいなり 

☆チキンカツ 

からし和え 

23 日 ごはん 

豆腐のオイスター 

ソース煮 

☆アスパラの 

天ぷら 

☆ナムル 

24 日 

ソフト 

フランスパン 

☆エビグラタン 

厚揚げサラダ 

清見オレンジ 

25 日 

シーフードカレー 

小松菜とベーコンの 

      サラダ 

26 日 

関西風 

きつねうどん 

☆おさつ 

フリッター 

黄桃缶 

胚芽精米、大麦、上白糖、穀物酢、食

塩、酒、昆布、油揚げ、人参、干しい

たけ、ひじき、醤油、きび砂糖、本み

りん、白ごま、あまのり/鶏肉、白ワ

イン、食塩、黒コショウ、小麦粉、全

卵、パン粉、揚げ油/ちくわ、小松菜、

キャベツ、醤油、きび砂糖、からし 

豆腐、豚肉、酒、ピーマン、長ねぎ、

人参、たけのこ、生姜、にんにく、

油、醤油、きび砂糖、オイスターソー

ス、黒コショウ、片栗粉、鶏がらスー

プ/アスパラ、小麦粉、片栗粉、全卵、

食塩、揚げ油、醤油、酒、きび砂糖、

本みりん△宗田△/ハム、ほうれん

草、もやし、人参、醤油、きび砂糖、

ごま油、豆板醤、白ごま 

むきえび、白ワイン、マカロニ、人

参、玉ねぎ、マッシュルーム、油、小

麦粉、バター、牛乳、豆乳、スキムミ

ルク、チーズ、食塩、白コショウ、鶏

がらスープ、パン粉、粉チーズ、パセ

リ/厚揚げ、生姜、醤油、片栗粉、小

麦粉、揚げ油、キャベツ、きゅうり、

人参、きび砂糖、穀物酢、黒コショ

ウ、ごま油、白ごま/清見オレンジ 

むきえび、白ワイン、たんざくいか、

ほたて、あさり、人参、玉ねぎ、セロ

リー、りんご、生姜、にんにく、油、

カレー粉、カレールウ、ウスターソ

ース、ケチャップ、赤ワイン、醤油、

食塩、シナモン、オールスパイス、鶏

がらスープ/小松菜、ベーコン、もや

し、醤油、穀物酢、油、きび砂糖、黒

コショウ、白ごま 

小揚げ、醤油、きび砂糖、本みりん、

だし汁、鶏肉、酒、干しいたけ、長ね

ぎ、ほうれん草、食塩、穀物酢、唐辛

子△むろあじ、宗田、昆布△/さつま

いも、食塩、小麦粉、ベーキングパウ

ダー、全卵、牛乳、きび砂糖、黒ご

ま、揚げ油/黄桃缶 

29 日 

とりめし 

☆鮭ザンギ 

りんご 

30 日  

ごはん 

☆醤油おでん 

ひじき入り 

ぎょうざ 

のりとあさりの 

佃煮 

31 日

☆背割コッペ 

☆キャロット 

ポタージュ 

焼フランク 

☆ほうれん草と 

コーンのサラダ 

6/1 日

肉炒め丼 

味噌汁 

みかん(冷凍) 

6/2 日

広東メン(えび)  

シナモンポテト 

りんご 

胚芽精米、大麦、醤油、酒、食塩、鶏

がらスープ、鶏肉、生姜、玉ねぎ、

油、本みりん、きび砂糖/しろ鮭、生

姜、にんにく、醤油、酒、全卵、片栗

粉、白ごま、揚げ油/りんご 

ひじき入りさつま揚げ、豆腐入りか

まぼこ、うずら卵、ひじき入りがん

も、厚揚げ、板こんにゃく、人参、大

根、ふき、根昆布、醤油、てんさい

糖、きび砂糖、本みりん、食塩、から

し△むろあじ、昆布、宗田△/♢豚肉

もも、キャベツ、ひじき、豚脂、鶏肉

もも、長ねぎ、片栗粉、小麦粉、水、

食塩、ごま油、砂糖、しょうゆ、しょ

うが、しいたけ、ホタテエキス、食

塩、カキエキス、こしょう♢揚げ油/

あさり、生姜、醤油、きび砂糖、酒、

本みりん、もみのり、ひじき、水あめ 

ベーコン、玉ねぎ、人参、じゃがい

も、パセリ、小麦粉、バター、油、ス

キムミルク、チーズ、牛乳、豆乳、食

塩、白こしょう、白ワイン、鶏がらス

ープ/♢豚肉、食塩♢玉ねぎ、ケチャ

ップ、トマトピューレ、中濃ソース、

赤ワイン、チリパウダー、からし/ハ

ム、ほうれん草、ホールコーン、白ご

ま、油、きび砂糖、穀物酢、醤油、黒

コショウ 

豚肉、メンマ、人参、食塩、黒コショ

ウ、もやし、油、ほうれん草、本みり

ん、玉ねぎ、りんご、ウスターソー

ス、きび砂糖、生姜、にんにく、豆板

醤、片栗粉、ごま油、白ごま/じゃが

いも、にら、白みそ、赤みそ△むろあ

じ、昆布△/冷凍みかん 

豚肉、醤油、酒、生姜、にんにく、油、

むきえび、たんざくいか、玉ねぎ、も

やし、白菜、人参、たけのこ、メン

マ、干しいたけ、青梗菜、本みりん、

食塩、ごま油、片栗粉△鳥がら、豚

骨、昆布、煮干し、人参、玉ねぎ/さ

つまいも、揚げ油、グラニュー糖、シ

ナモン/りんご 

♢

 今年もアスパラの旬の季節がやってきました。北海道は、５月～７月までと旬の時期

が短いですが、生産量は全国第１位です。給食では、5/23 日に「アスパラの天ぷら」

があります。旬の味を楽しみましょう♪ 


