
 

 

 201７年 8月 2９日 札幌市立篠路西中学校  札幌市立屯田北中学校 

 

  

 

                       が展開されていきます。                           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  目標は現在の摂取量から－２ｇ。だし、かんきつ類、香辛料等を使っておい

しく減塩をすすめましょう。薄味に慣れると食材本来の味を楽しめるようにもな

ります。 

 

    大人が一日に必要な野菜の摂取量は３５０ｇ。これは日本人の平均摂取

量にもう１皿加えた量に相当します。煮物、炒めもの、和え物・・工夫して食卓

に取り入れましょう。生で食べるより加熱すると量が減り、食べやすくなります。 

 

 

 厚生労働省では毎年、9月 1日から 9月 30日までの 1か月を「食生活改善普及運動月間」として

います。今年度の重点活動の目標は「食事をおいしく、バランスよく」を基本テーマとして「毎日プ

ラス１皿の野菜」や「おいしく減塩マイナス２ｇ」そして「毎日の暮らしに with ミルク」にも焦点

をあてた取り組みが各自治体や企業等で連携の上、行われていく予定です。 



屯田北中学校 

 

月 火 水 木 金 

★牛乳（２００ｍｌ）は、毎日つきます。 ★日付の横の数字は、総エネルギー量を表しています。 

★記載されている果物は、気候や生育状況などにより変更する場合があります。（缶詰め以外は国産

品使用）  

★あさり、わかめ、ししゃも等の海産物全般について・・小さなかに、えびが混入している場合があります。 

★アレルギーの関係で使用する予定の食材名を記載しています。調味料や加工食品については一部

を除き記載していません。ご不明な点、ご心配な点などありましたら、屯田北中 栄養教諭 下山ま

でお問い合わせください。 

１日     860kcal 

ご飯 

マーボー豆腐 

揚げぎょうざ 

磯和え 
◆豆腐 豚肉 生姜 にんにく 
人参 長ねぎ 干椎茸 ｵｲｽ
ﾀｰｿｰｽ ごま油 片栗粉 豆板
醤 ◆冷凍ぎょうざ◆ほうれん
草 もやし 切りのり 

４日    752kcal 

冷やしきつねうどん 

ごまポテト 

冷凍パイン 

５日     832kcal ６日     782kcal ７日    852kcal ８日    803kcal 

ラム肉のピラフ 

野菜コロッケ 

フルーツサワー 

豚丼 

ワカメスープ 

からし和え 

横割バンズ 

コーンｸﾘｰﾑｽｰﾌﾟ 

ﾚﾊﾞｰ入りﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ（ｹ

ﾁｬｯﾌﾟｿｰｽ）  梨 

ご飯 

中華スープ 

マーボーなす 

揚げえびシュウマイ 
◆ｿﾌﾄ麺 油揚げ 干椎茸 ほ
うれん草 長ﾈｷﾞ 削節（宗田・
ﾑﾛ） 昆布◆じゃが芋 すりご

ま  

◆胚芽米 大麦 ﾊﾞﾀｰ 羊肉 
にんにく 玉ねぎ 人参 ﾏｯｼｭ
ﾙｰﾑ ﾋﾟー ﾏﾝ  
◆冷凍 ﾎﾟﾃﾄｺﾛｯｹ 
◆ﾊﾟｲﾝ缶 黄桃缶 洋梨缶  
夏みかん缶 ﾖｰｸﾞﾙﾄ 

◆白飯 豚肉 生姜 ｸﾞﾘﾝﾋﾟー ｽ 
水あめ 片栗粉 
◆わかめ 豆腐 干椎茸 長

ネギ ごま ごま油 削り節（ﾑ
ﾛ） 昆布 
◆焼きちくわ 小松菜 もやし 

◆ﾊﾞﾗﾍﾞー ｺﾝ ﾎｰﾙｺｰﾝ ｸﾘｰﾑ
ｺｰﾝ 玉ねぎ 人参 ﾊﾟｾﾘ 小
麦粉 ﾊﾞﾀｰ 牛乳 豆乳 ｽｷﾑ

ﾐﾙｸ ﾁｰｽﾞ 鶏ｶﾞﾗｽｰﾌ  ゚
◆冷凍 ﾊﾝﾊﾞー ｸ  ゙

◆卵 ﾎｰﾙｺｰﾝ 豆腐 たもぎ
茸 きくらげ 緑豆春雨 ほう
れん草 ごま油 片栗粉 鶏が

らｽｰﾌ  ゚ 昆布 削り節（ﾑﾛ） 
◆冷凍 えびｼｭｳﾏｲ 
◆なす 豚肉 人参 長ﾈｷ  ゙

干椎茸 生姜 にんにく 片栗
粉 豆板醤 

１１日    790kcal 

冷麦 

とり天 

枝豆 

１２日    796kcal １３日    762kcal １４日    770kcal １５日    852kcal 

ひじきごはん 

とんかつ 

冷凍みかん 

和風そぼろごはん 

味噌汁 

しょうが和え 

横割バンズ 

パンプキンシチュー 

ｴﾋﾞﾊﾞｰｸﾞ（照り焼き

ｿｰｽ） パイン（缶） 

ご飯 

豆腐のｵｲｽﾀｰｿｰｽ煮 

ししゃものﾋﾟﾘｶﾗ揚

げ   ナムル 
◆ｿﾌﾄ冷麦 油揚げ 干椎茸 
ほうれん草 長ねぎ 削節（ﾑ

ﾛ・宗田） 昆布 
◆鶏肉 生姜 にんにく 小麦

粉 卵 片栗粉 ﾍﾞｰｷﾝｸﾞﾊﾟｳ

ﾀﾞー  ◆冷凍 枝豆 

◆胚芽米 大麦 昆布 鶏肉 
ひじき 油揚 しらたき 人参  
ｸﾞﾘﾝﾋﾟー ｽ  
◆豚肉 小麦粉 卵 パン粉 

◆白飯 鶏肉 焼き豆腐 切干
大根 干椎茸 ごま 生姜 ご
ぼう 人参 油揚げ ひじ き  
◆豆腐 なめこ 長ねぎ 削り
節（ﾑﾛ） 昆布 
◆ほうれん草 もやし 生姜 
  

◆ﾊﾞﾗﾍﾞｰｺﾝ かぼちゃ 玉ね
ぎ 人参 ﾊﾟｾﾘ 小麦粉 ﾊﾞﾀ  ー

牛乳 豆乳 ｽｷﾑﾐﾙｸ ﾁｰｽ  ゙
鶏ｶﾞﾗｽｰﾌ  ゚
◆冷凍 ｴﾋﾞﾊﾞー ｸ  ゙ （片栗粉）  

◆豆腐 豚肉 片栗粉 人参 
長ねぎ たけのこ  ﾋﾟｰﾏﾝ 
生姜 にんにく 鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ ｵ
ｲｽﾀｰｿｰｽ 
◆ｶﾗﾌﾄししゃも 片栗粉 小麦
粉 豆板醤 
◆小松菜 もやし ﾊﾑ 人参 
ごま 豆板醤 ごま油 

１８日 

 

 

  敬老の日 

 

 

 

１９日    864kcal 

ﾐｰﾄとｽﾞｯｷｰﾆのﾊﾟｽﾀ 

ほうれん草とｺｰﾝのｻ

ﾗﾀﾞ 

ヨーグルト 

２０日    843kcal 

たきこみいなり 

ちくわﾁｰｽﾞつめ揚げ 

ごま和え 

２１日    813kcal ２２日    846kcal 

背割コッペ 

ポテトグラタン 

チリドック 

冷凍パイン 

野菜カレー 

あさりのサラダ 

 

 
◆ｿﾌﾄﾊﾟｽﾀ 豚肉 玉ねぎ 人
参 大豆水煮 ﾏｯｼｭﾙｰﾑ ｾﾛﾘ 
にんにく ｽﾞｯｷｰﾆ 小麦粉 ﾄﾏ
ﾄﾋﾟｭｰﾚ ﾄﾏﾄﾎｰﾙ 鶏がらｽｰﾌ  ゚
◆ﾊﾑ ほうれん草 ｺｰﾝ ごま 
◆ｶｯﾌﾟﾖｰｸﾞﾙﾄ 90ｇ 

◆胚芽米 大麦 昆布 油揚
げ 人参 干椎茸 ひじき ご
ま 焼きのり 
◆ちくわ ﾁｰｽ  ゙ 小麦粉 卵 
◆小松菜 もやし すりごま 

◆ﾍﾞｰｺﾝ 玉ねぎ 人参 じゃ
が芋 ﾊﾟｾﾘ 小麦粉 ﾊﾞﾀｰ ﾁｰ
ｽﾞ ｽｷﾑﾐﾙｸ 牛乳 豆乳 鶏ｶﾞ
ﾗｽｰﾌ  ゚  ﾊﾟﾝ粉 
◆ﾎﾟｰｸﾌﾗﾝｸ 玉ねぎ ﾄﾏﾄ
ﾋﾟｭｰﾚ 

◆白飯 豚肉 玉ねぎ 南瓜
人参 なすぶなしめじ りんご 
ｾﾛﾘ 生姜 にんにく 小麦粉 

ｶﾚｰﾙｳ 鶏ｶﾞﾗｽｰﾌ  ゚
◆あさり 生姜 きゅうり ｷｬﾍﾞ

ﾂ 人参 ごま油 ごま 

２５日    781kcal ２６日    761kcal ２７日    787kcal 

ご飯 

すき焼き 

いかフライ 

のりとあさりの佃煮 

２８日     

  

  北中祭 

２９日     

 

  北中祭 

しょうゆラーメン 

大学芋 

みかん 

ビビンバ 

春巻（ひじき入） 

フルーツミックス 

◆ｿﾌﾄﾗｰﾒﾝ 豚肉 ﾒﾝﾏ 生姜 
にんにく つと もやし 玉ねぎ 
人参 長ねぎ ほうれん草 茎
わかめ ﾄｳﾊﾞﾝｼﾞｬﾝ  鶏ｶﾞﾗ 
豚骨 昆布 煮干し 
◆さつま芋 水あめ ごま 

◆胚芽米 大麦 豚肉 焼き豆
腐 ﾒﾝﾏ 長ねぎ もやし 生
姜 にんにく 豆板醤 人参 
ほうれん草 ごま油 ごま 
◆冷凍春巻 
◆ﾊﾟｲﾝ缶 黄桃缶 洋梨缶  
夏みかん缶 
 

◆豚肉 焼き豆腐 しらたき 
玉ねぎ 白菜 長ネギ たもぎ
茸 車ふ 春菊 しいたけ  
◆冷凍 イカフライ 
◆あさり 生姜 もみのり ひ

じき 水あめ 

   


