
 

  

平成 30年(2018 年)8月 31 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・乳製品の摂取習慣の定着を目標

としています。 

 

 

 ★毎日野菜をプラス 1皿 
成人が 1 日に必要な野菜の摂取量は 350g です。平成 28年度札幌市健康・栄養調査では

成人の平均摂取量は、男性 297g、女性 281g でした。現在の平均摂取量に野菜料理プラ

ス 1皿すると目標量になります。今、道産野菜のおいしい時期でもあります。普段の食事に

野菜料理をプラス 1皿してみてはいかがでしょうか？ 

★毎日野菜をプラス 1皿 

 成人が 1 日に必要な野菜の摂取量は 350g です。平成 28 年度札幌市健康・栄養調査で

は成人の平均摂取量は、男性 297g、女性 281g でした。現在の平均摂取量に野菜料理プ

ラス 1皿すると目標量になります。今、道産野菜のおいしい時期でもあります。普段の食事

に野菜料理をプラス 1 皿してみてはいかがでしょうか？ 

★おいしく減塩 1日マイナス 2g 

 成人の食塩平均摂取量の現状は、1日 10g。目標量は 1 日 8g で、現在の摂取量から－2g を

した量です。高血圧症を予防するためにも減塩は、効果的です。だしをしっかりとってうま味を

利用する、酸味（柑橘系や酢）・香辛料を使って味付けをすると減塩につながります。 

★毎日のくらしにｗｉｔｈミルク 

 20～30歳代の 3人に 1 人が牛乳・乳製品を摂取していない状況です。牛乳・乳製品は、

カルシウムとたんぱく質をバランスよく含んでいます。高校生になり、給食がなくなると牛

乳を飲む機会が減ります。今から、休日の日など普段の生活の中で牛乳を飲む習慣を付けま

しょう。 

 「まごは（わ）やさしい」とは、昔から食べられてきた食材の頭文字を並べたものです。これらは、和食によく使

われる食材で、たんぱく質やビタミン、ミネラルなどを多く含み、栄養価の高い食材です。食事の中で、これら

の食材をバランスよく組合わせると自然と栄養バランスのとれた食事になります。健康な食生活のために普段の

食事に取り入れてみてはいかがでしょうか？ 



 

月 火 水 木 金 

3 日  

☆冷やしラーメン 

シナモンポテト 

みかん(冷凍) 

4 日 フードリサイクル 

レタス入り 

 焼豚チャーハン 

十勝大豆コロッケ 

☆ヨーグルト和え 

5 日  

 

中間テスト 1日目 

給食なし 

6日 中間テスト 2日目 

わかめごはん 

豚汁 

☆ししゃも天ぷら 

7日 6組レインボーピック 

ごはん 

マーボー豆腐 

春巻(ひじき入り) 

磯和え 
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、からし、白ごま△むろあじ、昆
布△/さつまいも、油(なたね)、グラ
ニュー糖、シナモン/みかん(冷凍) 

胚芽精米、大麦、酒、油(サラダ)、
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/♢じゃがいも、
国産大豆、玉ねぎ、マーガリン、ス
キムミルク、パン粉、小麦粉、油(な
たね)、コーンスターチ、上白糖、食
塩、カレー粉、水♢油(なたね)/みか
ん缶、パイン缶、黄桃缶、なし缶、
ヨーグルト 

胚芽精米、大麦、酒、炊き込みわか
め、白ごま/豚肉、酒、豆腐、じゃが
いも、板こんにゃく、人参、大根、
玉ねぎ、ごぼう、長ねぎ、生姜、油
(サラダ)、酒、白みそ、赤みそ、唐
辛子△むろあじ、昆布△/カラフト
ししゃも(子持ち)、酒、小麦粉、全
卵、油(なたね)、 

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/♢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♢油(なたね)/小
松菜、白菜、切りのり、醤油 

10 日 

ミートと 

ズッキーニのパスタ 

☆ポテトポロネーズ 

11 日 

鮭ごはん 

レバー入り 

   メンチカツ 
  （中濃ソース付き） 

☆小松菜サラダ 

12 日 

ごはん 

ピリカラすき焼き 

かれい唐揚げ 

のりとあさりの佃煮 

13 日 

☆角食 

麦入り野菜スープ 

☆豆腐のロック揚げ 

☆Fe スライスチーズ 

黄桃缶 

14 日 

肉炒め丼 

みそ汁 

りんご 

豚ひき肉、玉ねぎ、人参、大豆水煮、
マッシュルーム、セロリー、にんに
く、油(サラダ)、ズッキーニ、油(な
たね)、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/じゃがいも、油(なたね)、
パン粉、バター、パセリ、食塩、黒
コショウ 

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
/♢豚肉、玉ねぎ、豚レバー、パン
粉、植物油、粉末油脂、上白糖、植
物性蛋白、食塩、香辛料、パン粉、
コーンフラワー、植物油、小麦粉、
でん粉、植物性蛋白、水、増粘多糖
類♢油(なたね)、中濃ソース/ハム、
春雨、ひじき、醤油、きび砂糖、小
松菜、穀物酢、きび砂糖、ごま油、
からし 

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/♢
干しかれい、片栗粉♢油(なたね)、
醤油、きび砂糖、本みりん、片栗粉
△宗田△/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、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△/焼き豆
腐、さやいんげん、ホールコーン、
ポークフランク、すりみ、ひじき、
全卵、片栗粉、赤みそ、食塩、油(な
たね)、ケチャップ、ウスターソー
ス、きび砂糖/スライスチーズ/黄桃
缶 

豚肉、メンマ、人参、食塩、黒コシ
ョウ、油(サラダ)、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/凍り豆腐、小松菜、
赤みそ、白みそ△昆布、むろあじ△
/りんご 

17 日 

 

敬老の日 

18 日 

あさりごはん 

☆豚肉のカレーフライ 

きゅうりのみそだれ 

19 日 

ごはん 

けんちん汁 醤油味 

さんまのみそ煮 

巨峰 

20 日 

☆横割バンズ 

☆かぼちゃのグラタン 

☆イカバーグ 

☆コロコロサラダ 

21 日 

スープカレー 

小松菜と 

 ベーコンのサラダ 

☆牛乳プリン 
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、たけのこ、
ごぼう、干しいたけ、しらたき、油
(サラダ)/豚肉、醤油、酒、カレー粉、
小麦粉、全卵、パン粉、オートミー
ル、油(なたね)/きゅうり、赤みそ、
白みそ、きび砂糖、酒、本みりん、
食塩、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)、醤油、食塩、酒△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/巨峰 

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(サラダ)、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/♢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♢油(なたね)、醤油、きび
砂糖、本みりん、片栗粉/ハム、凍
り豆腐、きび砂糖、醤油、酒、本み
りん、人参、きゅうり、ホールコー
ン、穀物酢、きび砂糖、食塩、白コ
ショウ、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、油(なた
ね)、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(サラダ)、カレー粉、トマト缶詰、
醤油、赤ワイン、食塩、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(サ
ラダ)、黒コショウ、白ごま/♢牛乳、
加糖脱脂練乳、デキストリン、寒天、
トレハロース、ゲル化剤（増粘多糖
類）、乳化剤、水♢ 
 

24 日 

 

振替休日 

25 日 

五目うどん 

☆かぼちゃの天ぷら 

ごまだんご 

26 日 

豚丼 

きのこ汁 みそ味 

からし和え 

27 日 早出し給食 

☆ツイストパン 

ポークシチュー 

☆ほうれん草と 

 コーンのソテー 

ハスカップゼリー 

28 日 

 

光陽祭 

鶏肉、酒、油揚げ、人参、ほうれん
草、ごぼう、長ねぎ、干しいたけ、
たもぎたけ、醤油、きび砂糖、本み
りん、穀物酢、唐辛子△むろあじ、
宗田、昆布△/かぼちゃ、小麦粉、
全卵、食塩、油(なたね)/白玉もち、
黒ごま、きび砂糖、食塩 

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、赤
みそ、白みそ、唐辛子、油（サラダ）、
酒△むろあじ、昆布△小松菜、もや
し、醤油、きび砂糖、からし 

豚肉、生姜、にんにく、セロリー、
食塩、黒コショウ、赤ワイン、じゃ
がいも、人参、玉ねぎ、油(サラダ)、
小麦粉、ハヤシルウ、トマトピュー
レ、ケチャップ、トマト缶詰、醤油、
ウスターソース、赤ワイン、食塩、
黒コショウ、きび砂糖、鶏がらスー
プ/ホールコーン、ほうれん草、バ
ター、油(サラダ)、食塩、黒コショ
ウ/♢糖類(ぶどう糖果糖液糖)、砂
糖、ぶどう糖、水あめ、難消化性デ
キストリン、ハスカップ果汁、寒天、
ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香
料、水♢ 

 

＊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。 

＊♢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。御了承ください。 

 

https://3.bp.blogspot.com/--UMtQErdOT8/Uab3kkOT_UI/AAAAAAAAUO8/9H4borAYdh0/s800/flower_cosmos.png

