
 

  

月 火 水 木 金 

 1日 

あさりごはん 

☆ししゃもの 

   カレー天ぷら 

ごま和え 

2日 

ごはん 

豆腐の中華煮(えび) 

揚げぎょうざ 

☆ナムル 

3日 

憲法記念日 

4日 

みどりの日 

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 

豆腐、豚肉、酒、むきえび、人参、
玉ねぎ、たけのこ、たむぎたけ、干
しいたけ、生姜、にんにく、油、醤
油、きび砂糖、食塩、ごま油、片栗
粉/♢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/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 

平成30年(2018年)4月27日 

札幌市立光陽中学校 

爽やかな風の吹く過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。季節の変わり目は、体調を崩しがちです。生活

習慣の見直しや服装には気を付けて、元気に学校生活を送ってほしいと思います。 

 

*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。 

*海産物(ししゃも等小魚・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。ご了承ください。 

合言葉は  

ステップ 1：寝る 2時間前の間食を控えて胃腸を休め、早寝早起きをする準備をしよう！ 

ステップ 2：寝る 1時間前はテレビやスマートフォンなどの強い光を浴びる習慣をやめよう！ 

ステップ 3：朝ごはんは主食だけでなく、主菜や副菜も取り入れて十分なエネルギー補給を！ 

 春の疲れがたまってくる時期です。そんな時こそ「早寝、早起き、朝ごはん」で生活リズムを整えましょう。 

朝はパン派の場合・・・ 
 サンドイッチや具だくさんトーストにすると手

軽に様々な栄養を取り入れられます。 

ラップでくるっとロールサンド 

例えば、ハム+チーズ+レタス 

（たんぱく質と野菜を組み合わせるのが◎） 

具だくさんトースト 

納豆チーズトーストやピザトーストなど 

トーストの上にのせて食べるも◎ 

 

朝はご飯派の場合・・・ 
具だくさんおにぎりとみそ玉を使った味噌汁がおすすめ！ 

みそ玉の作り方 

 みそ大さじ2、粉末のかつお節小さじ 1をラップにのせて

口を輪ゴムで縛り、冷蔵庫または冷凍室で保存して下さ

い。★乾燥わかめやとろろ昆布などをみそ玉に混ぜても◎ 

みそ玉で味噌汁を作るとき 

 お椀にみそ玉を溶いて、お湯 150～160ｍｌを注ぎ、干

し野菜やゆで野菜、麩など好みの具を加えてみてください。 

 

 

 

忙しい朝でも  
 

鮭フレーク+ゆでた青菜 

おかかチーズ+枝豆 

などがおすすめ！ 



 

 

月 火 水 木 金 

7日 

みそラーメン 

きなこポテト 

りんご 

8日 

五目ごはん 

☆ちくわチーズ 

    つめフライ 

もやしのごまサラダ 

 

9日 

ごはん 

肉じゃが 

サバのソース焼き 

しょうが和え 

10日 

☆コッペパン 

☆エビグラタン 

厚揚げサラダ 

パイン缶 

1１日 

ツナライス 

☆豚肉の 

   カレーフライ 

コールスローサラダ 

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 

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/白ち
くわ、チーズ、小麦粉、全卵、パン
粉、揚げ油/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、酒、じゃがいも、玉ねぎ、しら
たき、人参、切り干し大根、たもぎた
け、干しいたけ、生姜、油、醤油、赤
みそ、黒砂糖、きび砂糖、本みりん、
酒△昆布△/さば切り身、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、生姜、醤油、
本みりん 

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、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/パイン缶 

胚芽精米、大麦、酒、食塩、豆腐、ま
ぐろ水煮、人参、ごぼう、干しいた
け、油、醤油、きび砂糖、本みりん/
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
/キャベツ、人参、ホールコーン、穀
物酢、油、上白糖、食塩、からし、白
コショウ 

14日 

パスタボンゴレ 

バジルポテト 

☆ヨーグルト 

15日 

ビビンバ 

☆南瓜コロッケ 

フルーツミックス 

16日 

ごはん 

豆腐の 

オイスターソース煮 

☆アスパラの天ぷら 

ジューシーオレンジ 

17日 

☆角食 

麦入り野菜スープ 

☆白身魚の 

  クラッカー揚げ 

☆小松菜とコーンの 

      サラダ 

いちごジャム 

18日 

カレーライス 

大根サラダ 

あさり、白ワイン、大豆水煮、玉ね
ぎ、マッシュルーム、人参、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、トマト缶詰、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、バジル、揚げ油、にんに
く、オリーブ油、食塩、黒コショウ/
ヨーグルト、粉糖 

胚芽精米、大麦、酒、醤油、豚肉、焼
き豆腐、メンマ、長ねぎ、生姜、にん
にく、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/♢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 

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、全卵、食塩、
揚げ油、醤油、きび砂糖、酒、本みり
ん、片栗粉△宗田△/ジューシーオレ
ンジ 

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△/真だら切り
身、食塩、黒コショウ、酒、小麦粉、
全卵、クラッカー、揚げ油/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/
いちごジャム 

豚肉、赤ワイン、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、カレー粉、カレ
ールウ、ウスターソース、ケチャッ
プ、醤油、赤ワイン、食塩、シナモ
ン、オールスパイス、鶏がらスープ/
大根、まぐろ水煮、きゅうり、人参、
白ごま、醤油、きび砂糖、ごま油、穀
物酢、黒コショウ 

21日 

関西風きつねうどん 

☆たこ焼き風天ぷら 

りんご 

22日 2年なし 

☆豆腐入り 

   カレーピラフ 

☆鮭ザンギ 

フルーツカクテル 

23日 1・2年なし 

ごはん 

すき焼き 

春巻(ひじき入り) 

鮭ふりかけ 

24日 2年なし 

☆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 

  しめじのサラダ 

25日 

☆かき揚げ丼(えび) 

みそ汁 

おひたし 

小揚げ、醤油(うすくち)、きび砂糖、
本みりん、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△/豆腐
入りかまぼこ、小麦粉、ベーキング
パウダー、全卵、揚げ油、ケチャッ
プ、ウスターソース、赤ワイン、きび
砂糖、糸かつお、青のり/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/鮭、生姜、にんにく、醤油、
酒、全卵、片栗粉、白ごま、揚げ油/
みかん缶、パイン缶、黄桃缶、なし
缶、りんごジュース、上白糖、白ワイ
ン 

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/鮭フィレ、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、玉ねぎ、人参、じゃがい
も、パセリ、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/♢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、ぶな
しめじ、醤油、本みりん、白ごま、
油、きび砂糖、穀物酢、黒コショウ 

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、揚
げ油、醤油、きび砂糖、本みりん、食
塩、片栗粉△むろあじ、宗田△/大根、
油揚げ、白みそ、赤みそ△むろあじ、
昆布△/小松菜、もやし、糸かつお、
醤油 

28日 

長崎ちゃんぽん(えび) 

☆おさつフリッター 

りんご 

29日 

たきこみいなり 

☆チキンカツ 
 (中濃ソース付き) 

からし和え 

30日 

ごはん 

マーボー豆腐 

ししゃものから揚げ 

磯和え 

31日 

☆横割バンズ 

☆ポーククリーム 

     シチュー 

☆エビバーグ 

パイン缶 

6/1日 3年なし 

厚揚げ入り肉炒め丼 

みそ汁 

みかん(冷凍) 

豚肉、生姜、にんにく、醤油、本みり
ん、油、むきえび、酒、つと、もやし、
人参、玉ねぎ、キャベツ、たけのこ、
チンゲン菜、食塩、黒コショウ、ごま
油△鳥がら、豚骨、煮干し、生姜、人
参、玉ねぎ、長ねぎ△/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/りんご 

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、醤油、きび砂糖、から
し 

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、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/♢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/パイン缶 

豚肉、メンマ、人参、食塩、黒コショ
ウ、油、もやし、ほうれん草、厚揚
げ、片栗粉、揚げ油、本みりん、醤
油、玉ねぎ、ウスターソース、りん
ご、きび砂糖、にんにく、生姜、豆板
醤、片栗粉、ごま油、白ごま/じゃが
いも、玉ねぎ、塩わかめ、白みそ、赤
みそ△むろあじ、昆布△/みかん(冷
凍) 

*♢は加工食品の原材料です。 

*△でだし・スープをとります。 

 

６月１日分の献立も掲載し
ております。 

今月の旬の食材 ～ ～ 
 アスパラは、北海道が生産量全国 1位の野菜で、今が最も旬の季節です。疲労回復効果のあるア

スパラギン酸やビタミン C、カリウムが豊富に含まれています。旬の時期のアスパラは、甘味が強

いので、「さっとゆで」か「電子レンジ蒸し」でシンプルに食べるのがおすすめです。 

5月 16日(水)にアスパラの天ぷらが登場！ 


