
 

  

持久力をつけるためには・・・ 

炭水化物+鉄+ビタミン→長時間耐えるエネルギー源の

炭水化物、酸素を運ぶ鉄、食べ

物をエネルギーに変えるビタ

ミンが欠かせません。 

 

平成２９年(2017年)5月30日 

札幌市立光陽中学校 

 6 月になり、１学期期末テストや部活の中体連など忙しい日々が続きます。また、夏が近づき気温も上昇

してきます。疲れがたまってくる時期になるので、体調管理をしっかりして乗り切りましょう。

 

１日３食をしっかり食べる！ 
 スポーツをするからといって特別な食事が必要な訳ではありません。いつも

の食事で色々な食品をとること、主食・主菜・副菜がそろうことが大切です。

果物・乳製品は１日１回～２回は食べましょう。 

 平成 17 年に成立した「食育基本法」や内閣府の作成した「第 3 次食育推進基本計画」を踏まえ、毎年 6 月が

「食育月間」と定められています。 

 「食育」とは、様々な経験から「食」に関する知識と「食」を選択する力を身に付け、健全な食生活を実践する

ことができるようになることです。健全な食生活を送ることはとても大切なことです。心身の成長にも大きく影響

します。この機会に普段の食生活を見直してみませんか？ 

・食事の重要性、喜び、楽しさを理解する。 

・心と身体の健康を維持できる。 

・食べ物を選択したり、自ら調理できる。 

・食べ物や作る人に感謝する心をもつ。 

・食事のマナーや食事を通した人間関係形成能力を

身に付ける。(社会性)  

・地域や日本の食文化を理解し、伝えることができる. 

 

 

部活の中体連や７月に入ると陸上競技大会もあります。今までの練習の成果をさらに発揮するための食事の

ポイントをいくつか紹介します。 

 
瞬発力をつけるためには・・・ 
たんぱく質+カルシウム→たんぱく質は、筋肉の材料

となります。低脂肪高たん

ぱく質がおすすめです。カ

ルシウムは、筋肉の収縮に

かかわります。 

 

カルシウムとコラーゲン、ビタミン Cが大切！

強い骨をつくるカルシウムと強くてしなやかな腱や靭帯をつくるコラーゲン（繊維状たんぱく質）、ビタミ

ン C（オレンジやキウイ、ブロッコリー、赤ピーマンに多く含まれています。）が必要です。（ビタミン

C はコラーゲンをつくるために必要な栄養素です。) 
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月 火 水 木 金 

５日 3年なし 

しょうゆラーメン 

☆チーズポテト 

りんご 

６日 3年なし 

☆背割コッペ 

☆あさりのチャウダー 

焼フランク 

パイン缶詰 

７日 3年なし・試食会 

ビビンバ 

☆野菜コロッケ 

フルーツ白玉 

 

８日 3年なし 

カレーライス(鶏) 

☆アスパラと 

コーンのソテー 

９日 3年のみ早出し 

☆小松菜ピラフ 

☆とんかつ 

温州みかんゼリー 

豚肉、メンマ、生姜、にんにく、醤
油、本みりん、油、もやし、玉ねぎ、
人参、長ねぎ、ほうれん草、くきわか
め、酒、食塩、黒コショウ△鳥がら、
豚骨、昆布、煮干し、玉ねぎ、人参△
/じゃがいも、きび砂糖、バター、チ
ーズ、牛乳、スキムミルク/りんご 

あさり、白ワイン、ベーコン、じゃが
いも、人参、玉ねぎ、パセリ、小麦
粉、バター、油、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/♢豚肉、食塩♢ケチャ
ップ、中濃ソース、赤ワイン、きび砂
糖、からし/パイン缶詰 

胚芽精米、大麦、醤油、酒、豚肉、焼
き豆腐、メンマ、長ねぎ、生姜、にん
にく、醤油、油、きび砂糖、本みり
ん、ごま油、豆板醤、人参、ほうれん
草、もやし、白ごま、穀物酢、唐辛子
/♢じゃがいも、豚肉もも、玉ねぎ、
とうもろこし、人参、グリンピース、
スキムミルク、マーガリン、醤油、三
温糖、食塩、みりん風調味料、清酒、
白こしょう、水、小麦粉、パン粉、ご
ま♢揚げ油/みかん缶、パイン缶、黄
桃缶、なし缶、なつみかん缶、白玉も
ち、上白糖、白ワイン 

鶏肉、食塩、黒コショウ、カレー粉、
白ワイン、じゃがいも、人参、玉ね
ぎ、セロリー、りんご、生姜、にんに
く、油、小麦粉、カレールウ、ウスタ
ーソース、ケチャップ、醤油、赤ワイ
ン、シナモン、オールスパイス、鶏が
らスープ/ホールコーン、グリーンア
スパラガス、バター、油、食塩、黒コ
ショウ 

胚芽精米、大麦、バター、食塩、白ワ
イン、ベーコン、人参、玉ねぎ、にん
にく、ホールコーン、油、黒コショ
ウ、小松菜、醤油/豚肉、食塩、黒コ
ショウ、酒、小麦粉、全卵、パン粉、
揚げ油、中濃ソース/♢みかん果汁、
上白糖、アセロラ、水、ゲル化剤♢ 
 

12日 

わかめごはん 

けんちん汁 味噌味 

さんまのカレー揚げ 

13日 

 

札教研推進事業のため 

給食なし 

14日 ☆角食 

チンゲン菜のスープ 

☆チキン 

クラッカー揚げ 

切り干し大根の 

サラダ 

いちごジャム 

15日 

鶏ミックス丼 

味噌汁 

黄桃缶 

16日 

沖縄そば 

☆サーターアンダギー 

沖縄パインゼリー 

胚芽精米、大麦、酒、炊き込みわか
め、白ごま/鶏肉、酒、豆腐、つきこ
んにゃく、人参、大根、ごぼう、長ね
ぎ、油、白みそ、赤みそ△むろあじ、
昆布△/さんま、醤油、酒、カレー粉、
生姜、小麦粉、片栗粉、揚げ油 

ベーコン、チンゲン菜、春雨、ホール
コーン、醤油、食塩、黒コショウ、
酒、鶏がらスープ△昆布、むろあじ
△/鶏肉、白ワイン、食塩、黒コショ
ウ、小麦粉、全卵、クラッカー、揚げ
油/切り干し大根、まぐろ水煮、人参、
もやし、きゅうり、白ごま、白みそ、
醤油、穀物酢、きび砂糖、ごま油、か
らし/いちごジャム 

鶏肉、生姜、醤油、酒、小麦粉、片栗
粉、揚げ油、厚揚げ、人参、たけの
こ、ピーマン、白ごま、きび砂糖、本
みりん/じゃがいも、塩わかめ、長ね
ぎ、白みそ、赤みそ△むろあじ、昆布
△/黄桃缶 

豚肉、生姜、にんにく、醤油、酒、き
び砂糖、本みりん、こねぎ、ほうれん
草、食塩、黒コショウ△豚骨、昆布、
煮干し、玉ねぎ、人参/小麦粉、ベー
キングパウダー、白ごま、全卵、油、
黒砂糖、揚げ油/♢パインアップル、
パインアップル果肉、水あめ、難消
化性デキストリン、コーンスターチ、
粉寒天、ゲル化剤、水♢ 

19日 

たけのこごはん 

サケフライ 

磯和え 

20日 

ごはん 

マーボー豆腐 

かれい唐揚げ 

おひたし 

21日 

☆ツイストパン 

☆ポテトグラタン 

あさりのカリッと 

サラダ 

パイン缶詰 

22日 

豆とひき肉のカレー 

☆サイコロサラダ 

23日 

冷麦 

☆南瓜コロッケ 

さくらんぼ 

胚芽精米、大麦、酒、食塩、昆布、鶏
肉、人参、地たけのこ、油揚げ、干し
いたけ、油、きび砂糖、本みりん/♢
しろ鮭、パン粉、小麦粉、水♢揚げ
油、中濃ソース/小松菜、もやし、切
りのり、醤油 

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/♢干しかれい、片栗粉♢揚げ
油、醤油、きび砂糖、片栗粉、酒、本
みりん、宗田/小松菜、もやし、糸か
つお、醤油 

ベーコン、玉ねぎ、じゃがいも、人
参、小麦粉、バター、油、チーズ、ス
キムミルク、牛乳、豆乳、食塩、白コ
ショウ、白ワイン、鶏がらスープ、パ
ン粉、粉チーズ、パセリ/あさり、生
姜、醤油、本みりん、小麦粉、片栗
粉、揚げ油、きゅうり、キャベツ、人
参、醤油、穀物酢、きび砂糖、から
し、ごま油/パイン缶詰 

牛肉、豚肉、赤ワイン、玉ねぎ、人
参、セロリー、生姜、にんにく、いん
げん豆、パセリ、レーズン、油、小麦
粉、カレー粉、ウスターソース、中濃
ソース、トマト缶詰、ケチャップ、醤
油、赤みそ、赤ワイン、食塩、黒コシ
ョウ、オールスパイス、ナツメグ、シ
ナモン/ハム、人参、きゅうり、ホー
ルコーン、醤油、穀物酢、きび砂糖、
ごま油/からし 

油揚げ、干しいたけ、醤油、きび砂
糖、酒、本みりん、だし汁、ほうれん
草、長ねぎ、穀物酢△むろあじ、昆
布、宗田△/♢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/さくらんぼ 

26日 

☆コーンピラフ 

☆鮭のチーズ焼き 

もやしのごまサラダ 

27日 

ごはん 

ピリカラすき焼き 

揚げぎょうざ 

からし和え 

28日 

☆コッペパン 

☆ベーコンシチュー 

厚揚げサラダ 

メロン 

29日 

ハヤシライス 

☆小松菜と 

コーンのサラダ 

30日 

冷やしきつねうどん 

ポテトごまだれ 

パイン缶詰 

胚芽精米、大麦、バター、食塩、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、
油、黒コショウ/しろ鮭、食塩、黒コ
ショウ、白ワイン、ミックスチーズ、
パセリ/ほうれん草、もやし、人参、
醤油、きび砂糖、穀物酢、赤みそ、
酒、豆板醤、白ごま 

豚肉、醤油、きび砂糖、本みりん、
酒、油、焼き豆腐、しらたき、玉ね
ぎ、白菜、長ねぎ、たもぎたけ、白ご
ま、ごま油、唐辛子、豆板醤、にんに
く、生姜、りんご/♢豚肉もも、鶏肉
もも、キャベツ、玉ねぎ、長ねぎ、植
物性蛋白(大豆)、にら、小麦粉、片栗
粉、上白糖、醤油、食塩、清酒、油(な
たね)、香辛料、水♢揚げ油/小松菜、
もやし、醤油、きび砂糖、からし 

ベーコン、じゃがいも、玉ねぎ、人
参、パセリ、小麦粉、バター、油、牛
乳、豆乳、チーズ、スキムミルク、食
塩、白コショウ、白ワイン、鶏がらス
ープ/厚揚げ、生姜、醤油、酒、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/メロン 

豚肉、赤ワイン、玉ねぎ、人参、たけ
のこ、セロリー、生姜、にんにく、マ
ッシュルーム、油、小麦粉、カレー
粉、トマトピューレ、ケチャップ、ト
マト缶詰、ハヤシルウ、ウスターソ
ース、中濃ソース、醤油、食塩、黒コ
ショウ、オールスパイス、ナツメグ、
シナモン、鶏がらスープ/ハム、小松
菜、ホールコーン、白ごま、油、きび
砂糖、穀物酢、醤油、黒コショウ 

油揚げ、干しいたけ、醤油、きび砂
糖、酒、本みりん、だし汁、ほうれん
草、長ねぎ、穀物酢△むろあじ、昆
布、宗田△唐辛子/じゃがいも、揚げ
油、黒砂糖、水あめ、醤油、黒ごま/
パイン缶詰 

*牛乳(200ml)は毎日つきます。 
*卵・乳製品を使用しているものには☆がついています。 
*♢は加工食品の原材料です。 
*△でだし・スープをとります。 
*海産物(ししゃも・しらす等小魚・わかめ)には小さなえび・ 
かに・貝殻が混入している場合があります。 
*果物は予定を載せています。市場の状況により変更する場
合があります。ご了承下さい。 

 

今月はランチルーム給食が
あります。 

給食試食会があります 

６月７日(水)にPTA研修部による給食試食

会が開催されます。ご参加される保護者の

皆様よろしくお願いいたします。これからも学

校給食へのご理解とご協力をよろしくお願い

いたします。 


