
 
  

平成 30 年(2018 年)5 月 31 日 

札幌市立光陽中学校 

 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。札幌市でも今年「第３次札幌市食育推進計画」が作成され、毎月 19 日が「食育の日」

となっています。この機会に自分の食生活を見直してみましょう。 

バランスのとれた食事を 

主食・主菜・副菜をそろえた 

「日本型食生活」を心がけ 

バランスのとれた食事をしよう。 

感謝の気持ちを持とう 

食前食後の挨拶や食べ物に関わ

る全ての人、ものに感謝して食

べる気持ちを大切にしよう！ 

望ましい生活リズムを 

朝ごはんをしっかりと食べ、早寝

早起きの習慣づくりをしよう。 

食についての関心や知識を

高めよう！ 

新鮮な食材や旬の食材について

関心をもち、正しい知識・情報

に基づいて食品を選ぶ力を身に

付けよう。 

食を通したコミュニケーションの

輪を広げよう 

食事のマナーを学ぶ場や誰かと 

共に食べる時間を増やそう。 

自分の食生活を見直そう 

 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。 

給食試食会があります 
 PTA 研修部の皆様の御協力をいただき今

年も給食試食会を開催いたします。 

◆日時：平成 30 年 6 月 4 日(月) 

◆場所：本校 2 階 研修室 

◆献立：牛乳、とりめし、高野豆腐のフライ 

    おひたし(小松菜/もやし) 

 昨年度実施したリクエスト給食で「ごはん

部門」1 位になった「とりめし」が登場しま

す。 

 当日は札幌市および本校の給食について

簡単に御紹介させていただく予定です。御参

加される保護者の皆様、よろしくお願いいた

します。 

6 月４日～１０日は 

   歯と口の健康週間 

虫歯を防ぐ食生活で 8020！ 
 8020 運動とは、８０歳になっても 20 本以上の歯を保と

うという運動です。永久歯は、一生涯使い続けていくもの。お

年寄りになっても丈夫な自分の歯で食べ続けられるように、今

から虫歯になりにくい食生活を心がけるようにしましょう。 

 

歯を丈夫にする栄養素 

 歯は、エナメル質、セメント質、象牙質
ぞ う げ し つ

、歯髄から成り立って

います。丈夫な歯を作るためには、カルシウムが大切ですが、

そのほかにもたんぱく質、リン、ビタミン類など多くの栄養素

が必要です。食事からしっかり栄養素をとって、丈夫な歯を作

りましょう。 



 

月 火 水 木 金 

4 日 3 年なし・試食会 

とりめし 

☆高野豆腐のフライ 

おひたし 

5 日 3 年なし 

わかめごはん 

けんちん汁みそ味 

さんまのカレー揚げ 

6 日 3 年なし 

ごはん 

豆腐とえびの 

   チリソース煮 

揚げポーク 

    シュウマイ 

たたききゅうり 

7 日  

☆角食 

イタリアンスープ 

☆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 

8 日  

ハヤシライス 

☆アスパラと 

  コーンのソテー 

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
（サラダ）、本みりん、きび砂糖/凍
り豆腐、醤油、きび砂糖、酒、本みり
ん、カレー粉、食塩、小麦粉、白ご
ま、全卵、パン粉、油（なたね）/小
松菜、もやし、糸かつお、醤油 

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（サラダ）、赤みそ、白みそ△
むろあじ、昆布△/さんま、醤油、酒、
カレー粉、生姜、小麦粉、片栗粉、油
（なたね） 

豆腐、むきえび、酒、片栗粉、小麦
粉、油（サラダ）、油（なたね）、人
参、玉ねぎ、長ねぎ、干しいたけ、生
姜、にんにく、ケチャップ、醤油、中
濃ソース、きび砂糖、豆板醤、パプリ
カ、チリパウダー、鶏がらスープ/♢
豚肉(バラ)、牛肉(かた)、鶏肉(もも)、
玉ねぎ、片栗粉、植物性蛋白(大豆)、
ポークエキス、清酒、上白糖、食塩、
醤油、小麦粉、黒コショウ、水♢油
（なたね）/きゅうり、食塩、醤油、
きび砂糖、ごま油、白ごま 

ベーコン、じゃがいも、玉ねぎ、人
参、ホールコーン、パセリ、マカロ
ニ、醤油、食塩、黒コショウ、白ワイ
ン、鶏がらスープ△鳥がら、玉ねぎ
△/鶏肉、白ワイン、食塩、黒コショ
ウ、小麦粉、全卵、クラッカー、油
（なたね）/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 

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（サラダ）、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、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/ホールコーン、
アスパラ、バター、食塩、油（サラ
ダ）、黒コショウ 

11 日 

パスタシーフード 

   トマトソース 

青のりポテト 

12 日 

 

札教研推進事業のため 

給食なし 

13 日 

ごはん 

マーボー豆腐 

かれい唐揚げ 

おひたし 

14 日 

☆コッペパン 

☆ポテトグラタン 

あさりのカリッと 

      サラダ 

パイン缶 

15 日 

ビビンバ 

野菜春巻 

☆ヨーグルト和え 

ベーコン、むきえび、白ワイン、たん
ざくいか、あさり、玉ねぎ、人参、マ
ッシュルーム、セロリー、にんにく、
オリーブ油、パセリ、小麦粉、カレー
粉、ケチャップ、トマトピューレ、ト
マト缶詰、ウスターソース、中濃ソ
ース、醤油、食塩、黒コショウ、オレ
ガノ、赤ワイン、鶏がらスープ/じゃ
がいも、油（なたね）、食塩、黒コシ
ョウ、青のり 

豆腐、豚ひき肉、生姜、にんにく、油
（サラダ）、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♢油（なたね）、醤油、き
び砂糖、酒、本みりん、片栗粉△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（サラダ）、
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、油（なたね）、きゅうり、
キャベツ、人参、穀物酢、きひ砂糖、
からし、ごま油、白ごま/パイン缶 

胚芽精米、大麦、酒、醤油、豚ひき
肉、焼き豆腐、メンマ、長ねぎ、生
姜、にんにく、油（サラダ）、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/♢きゃべつ、ひじき、
豚肉、緑豆春雨、水、玉ねぎ、人参、
植物油脂、しょうゆ、加工でん粉、発
酵調味料、清酒、上白糖、オイスター
ソース、香辛料、水、春巻ミックス
粉、還元水あめ、植物油脂、粉末油
脂、発酵調味料、でん粉、増粘剤♢油
（なたね）/みかん缶、パイン缶、黄
桃缶、なし缶/ヨーグルト 

18 日 

冷麦 

厚揚げと 

  野菜の甘辛煮 

さくらんぼ 

19 日 

☆小松菜ピラフ 

釧路産たらフライ 
（中濃ソース付き） 

フルーツ白玉 

20 日 

ごはん 

みそ汁 

豚肉の 

バーベキューソース 

五目きんぴら 

21 日 

☆背割コッペ 

☆あさりの 

    チャウダー 

焼フランク 

温州みかんゼリー 

22 日 

豆とひき肉のカレー 

☆サイコロサラダ 

油揚げ、干しいたけ、醤油、きび砂
糖、酒、本みりん、ほうれん草、長ね
ぎ、穀物酢△むろあじ、宗田、昆布△
/厚揚げ、醤油、酒、片栗粉、小麦粉、
油(なたね)、じゃがいも、豚肉、生姜、
人参、きび砂糖、本みりん/さくらん
ぼ 

胚芽精米、大麦、バター、食塩、白ワ
イン、ベーコン、人参、玉ねぎ、ホー
ルコーン、にんにく、油(サラダ)、食
塩、黒コショウ、小松菜、醤油/♢す
けそうだら、パン粉、大豆粉、でん
粉、食塩、こしょう、小麦粉、ライ麦
粉、コーンフラワー、増粘多糖類♢
油(なたね)、中濃ソース/みかん缶、
パイン缶、黄桃缶、なし缶、白玉も
ち、上白糖、白ワイン 

じゃがいも、にら、白みそ、赤みそ△
むろあじ、昆布△/豚肉、食塩、黒コ
ショウ、酒、小麦粉、片栗粉、油(な
たね)、生姜、にんにく、玉ねぎ、り
んご、醤油、ウスターソース、きび砂
糖/豚肉、酒、ごぼう、人参、つきこ
んにゃく、ひじき入りさつま揚げ、
油揚げ、油(サラダ)、きび砂糖、醤油、
本みりん、ごま油、白ごま、唐辛子 

あさり、白ワイン、ベーコン、じゃが
いも、玉ねぎ、人参、パセリ、小麦
粉、バター、油(サラダ)、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/♢みかん果汁、上
白糖、アセロラ、水、ゲル化剤♢ 
 

牛ひき肉、豚ひき肉、赤ワイン、玉ね
ぎ、人参、セロリー、生姜、にんに
く、手亡豆、パセリ、レーズン、油(サ
ラダ)、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、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 

25 日 

冷やしきつねうどん 

ポテトごまだれ 

パイン缶 

26 日 

たけのこごはん 

☆とんかつ 
（中濃ソース付き） 

磯和え 

27 日 

ごはん 

ピリカラすき焼き 

揚げぎょうざ 

おかかふりかけ 

28 日 

☆横割バンズ 

☆ベーコンシチュー 

☆野菜コロッケ 
（中濃ソース付き） 

メロン 

29 日 

鶏ミックス丼 

みそ汁 

みかん（冷凍） 

油揚げ、干しいたけ、醤油、きび砂
糖、酒、本みりん、ほうれん草、長ね
ぎ、穀物酢、唐辛子△むろあじ、宗
田、昆布△/じゃがいも、油(なたね)、
黒砂糖、水あめ、醤油、黒ごま/パイ
ン缶 

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(サラダ)、醤油、きび砂糖、
本みりん/豚肉、食塩、黒コショウ、
酒、小麦粉、全卵、パン粉、油(なた
ね)、中濃ソース/小松菜、もやし、切
りのり、醤油 

豚肉、醤油、きび砂糖、本みりん、
酒、油(サラダ)、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♢油(なたね)/
しらす干し、酒、糸かつお、醤油、き
び砂糖、食塩、切りのり、白ごま 

ベーコン、じゃがいも、玉ねぎ、人
参、パセリ、小麦粉、バター、油(サ
ラダ)、牛乳、豆乳、チーズ、スキム
ミルク、食塩、白ワイン、白コショ
ウ、鶏がらスープ/♢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♢油(なたね)、
中濃ソース/メロン 

鶏肉、生姜、醤油、酒、小麦粉、片栗
粉、油(なたね)、厚揚げ、人参、たけ
のこ、ピーマン、油(サラダ)、白ごま、
きび砂糖、本みりん/白菜、油揚げ、
赤みそ、白みそ△むろあじ、昆布△/
みかん(冷凍) 

＊牛乳（200ml）は毎日付きます。 

＊卵・乳製品を使用しているものには☆が付いています。 

＊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。御了承ください。 

＊海産物（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。 

＊♢は加工食品の原材料です。△でだし・スープをとります。 

6 月はランチルーム

給食があります 


