
 
  平成２９年(2017年)9月1日 

札幌市立光陽中学校 

 厚生労働省では、毎年 9 月 1 日～30 日までの 1 か月間を「食生活改善普及月間」としています。「食事を

おいしく、バランスよく」を目標に野菜摂取量の増加、食塩摂取量の減少、牛乳・乳製品摂取量の増加ができ

るよう取り組んでいきます。 

かける つける 

よりも 

レモンやお酢 

香辛料で減塩を 

おひたしや

サラダなど 

ヨーグルト 

ゆでてかさを

減 ら し た り 、

作り置きを 

チーズ 

牛乳 



 

月 火 水 木 金 

4 日 

レタス入り 

焼豚チャーハン 

☆いわしごま 

フライ開き 

フルーツミックス 

5 日 

ごはん 

豆腐の 

ピリ辛スープ 

揚げえびシュウマイ 

マーボーなす 

6 日 

☆角食 

麦入り野菜スープ 

☆鮭のチーズ焼き 

とうもろこし 

いちごジャム 

7 日 

肉炒め丼 

味噌汁 

梨 

8 日  

☆冷やしラーメン 

厚揚げと野菜の 

甘辛煮 

温州みかんゼリー 

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、レタス、ごま油、

黒コショウ/いわし、醤油、酒、生

姜、小麦粉、全卵、白ごま、黒ごま、

パン粉、揚げ油/パイン缶、黄桃缶、

なし缶、なつみかん缶 

豆腐、豚肉、酒、生姜、にんにく、

醤油、食塩、豆板醤、ごま油、あさ

り、人参、玉ねぎ、たもぎたけ、に

ら、油△鳥がら△/♢むきえび、す

けそうだら(すり身)、玉ねぎ、豚脂、

小麦粉、片栗粉、植物性蛋白(大豆)、

醤油、上白糖、食塩、エビエキス、

エビパウダー、水♢揚げ油/なす、

揚げ油、豚ひき肉、人参、長ねぎ、

干しいたけ、生姜、にんにく、油、

赤みそ、きび砂糖、酒、本みりん、

醤油、片栗粉、豆板醤 

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△/しろ鮭、

食塩、黒コショウ、白ワイン、ミッ

クスチーズ、パセリ/とうもろこし、

食塩/いちごジャム 

豚肉、メンマ、人参、食塩、黒コシ

ョウ、油、もやし、ほうれん草、醤

油、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/厚揚げ、小松菜、白みそ、

赤みそ△むろあじ、昆布△/梨 

ハム、もやし、きゅうり、人参、醤

油、きび砂糖、酒、本みりん、ごま

油、食塩、穀物酢、からし、白ごま

△むろあじ、昆布△/厚揚げ、醤油、

酒、片栗粉、小麦粉、揚げ油、じゃ

がいも、豚肉、生姜、人参、きび砂

糖、本みりん/♢みかん果汁、上白

糖、アセロラ、水、ゲル化剤♢ 

 

 

11 日 

あさりごはん 

☆豚肉のカレー 

フライ 

ごま和え 

12 日 

ごはん 

ピリカラすき焼き 

☆かぼちゃの天ぷら 

のりとあさりの佃煮 

13 日 

☆横割バンズ 

☆ベーコンシチュー 

☆イカバーグ 

もやしのごまサラダ 

14 日 

スープカレー 

小松菜と 

ベーコンのサラダ 

15 日 

冷やしきつねうどん 

☆とり天 

枝豆 

胚芽精米、大麦、酒、食塩、昆布、

あさり、生姜、醤油、きび砂糖、本

みりん、油揚げ、人参、ごぼう、た

けのこ、干しいたけ、しらたき、油、

食塩、だし汁/豚肉、醤油、酒、カレ

ー粉、小麦粉、全卵、パン粉、オー

トミール、揚げ油/小松菜、もやし、

白ごま、きび砂糖、醤油 

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/かぼちゃ、

小麦粉、全卵、食塩、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、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/♢いか、すけそうだら(す

り身)、玉ねぎ、片栗粉、卵白、食塩、

動物たん白加水分解、水♢揚げ油、

醤油、きび砂糖、本みりん、片栗粉

/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 

鶏肉、白ワイン、にんにく、食塩、

黒コショウ、じゃがいも、揚げ油、

かぼちゃ、ぶなしめじ、玉ねぎ、セ

ロリー、りんご、生姜、にんにく、

油、カレー粉、トマト缶、醤油、赤

ワイン、チリパウダー、オールスパ

イス△鳥がら、玉ねぎ、煮干し、昆

布△/ベーコン、小松菜、もやし、

醤油、穀物酢、油、きび砂糖、黒コ

ショウ、白ごま 

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、唐辛子△む

ろあじ、宗田、昆布△/鶏肉、醤油、

酒、生姜、にんにく、食塩、白コシ

ョウ、小麦粉、全卵、片栗粉、ベー

キングパウダー、揚げ油/枝豆、食

塩 

18 日 

 

19 日 

ごはん 

マーボー豆腐 

ししゃものから揚げ 

磯和え 

20 日 

☆コッペパン 

☆ポーククリーム 

シチュー 

あさりのカリッと

サラダ 

パイン缶 

21 日 

豚丼 

きのこ汁 味噌味 

巨峰 

22 日 

ミートと 

ズッキーニのパスタ 

☆ほうれん草と 

コーンのサラダ 

豆腐、豚ひき肉、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/

、酒、小麦粉、片栗粉、

揚げ油、醤油、きび砂糖、本みりん、

穀物酢/小松菜、もやし、切りのり、

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、白ワイ

ン、鶏がらスープ/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、白ごま/パイン缶 

豚肉、醤油、本みりん、きび砂糖、

酒、生姜、水あめ、片栗粉/ぶなし

めじ、えのきたけ、なめこ、人参、

大根、ごぼう、長ねぎ、油揚げ、油、

赤みそ、白みそ、唐辛子、酒△むろ

あじ、昆布△/巨峰 

豚ひき肉、玉ねぎ、人参、大豆、マ

ッシュルーム、セロリー、にんにく、

油、ズッキーニ、揚げ油、小麦粉、

カレー粉、ケチャップ、トマト缶詰、

トマトピューレ、デミグラスソー

ス、ウスターソース、中濃ソース、

醤油、食塩、黒コショウ、ナツメグ、

赤ワイン、鶏がらスープ/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 

25 日 

鮭ごはん 

☆野菜コロッケ 

からし和え 

26 日 

ごはん 

けんちん汁 醤油味 

さんまの味噌煮 

たたききゅうり 

27 日 

☆ツイストパン 

☆かぼちゃの 

グラタン 

ほっけカレー揚げ 

コールスローサラダ 

28 日  

たきこみいなり 

☆チキンカツ 

おひたし 

29 日 

 

胚芽精米、大麦、酒、昆布、鮭フィ

レ、醤油、炊き込みわかめ、白ごま

/♢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/小松菜、キャベ

ツ、醤油、きび砂糖、からし 

鶏肉、酒、豆腐、つきこんにゃく、

人参、大根、ごぼう、長ねぎ、油、

醤油、食塩△むろあじ、昆布△/さ

んま、生姜、長ねぎ、赤みそ、醤油、

きび砂糖、本みりん、酒、穀物酢/

きゅうり、食塩、醤油、きび砂糖、

ごま油、白ごま 

ベーコン、かぼちゃ、マカロニ、玉

ねぎ、マッシュルーム、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、パン粉、粉

チーズ、パセリ/ほっけ、カレー粉、

酒、醤油、小麦粉、片栗粉、揚げ油

/キャベツ、人参、ホールコーン、

穀物酢、油、上白糖、食塩、白コシ

ョウ、からし 

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、中濃ソ

ース/小松菜、もやし、糸かつお、

醤油 

 

♢

△

 


