
 

  

 

     ２０１７年 ５月２９日 札幌市立篠路西中学校  札幌市立屯田北中学校 

  

木々の緑が濃くなり、初夏のまぶしい日差しが感じられるようになりました。 

6 月 4日から１０日は、歯と口の健康について考える「歯と口の健康週間」です。 

今年度の標語「おいしい」と「元気」を支える丈夫な歯が表しているように、歯と口の健康管理は 

私たちの生きる力を支えていく大切なものといえます。 

  

     

   

     

      まず、食べ物を飲み込みやすい小さなかたまりにすることができて  

      

 

 

 

 

   

 

 

 

                         
切り干し大根 ４ｇ、まぐろ水煮 ５ｇ、人参 ７ｇ 

もやし １５ｇ、きゅうり１０ｇ、白ごま １ｇ           

A・・・（白みそ １．５ｇ、醤油 ２ｇ、穀物酢 ２．５ｇ 

砂糖 ０．５ｇ、ごま油 １ｇ、からし少々）・・・・給食の量

（１人分）です。ご家庭での参考にしてください。 

☆切り干し大根は、軽くもどし、歯ごたえが残るように

さっとゆでます。千切りにしたきゅうり、人参、もやしも

ゆで、水気をきっておきます。Aを混ぜ合わせて作った

ドレッシングでまぐろ水煮と和えます。（給食では衛生面

から、きゅうりもさっとゆでています。また、ドレッシング

は加熱しています。） 



 

                                       札幌市立屯田北中学校 

月 火 水 木 金 

★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）  ★牛乳（２００ｍｌ）は、毎日つきます。 

★あさり、ししゃも、わかめ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。 

★30日使用のかれい唐揚げ・・ごくまれに魚卵が残っ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     854kcal ２日     776kcal 

背割コッペ 

コーンシチュー 

焼きフランク 

りんご ｽﾃｨｯｸﾁｰｽﾞ 

ごはん 

カレー肉じゃが 

アスパラ天ぷら 

あさりの佃煮 
◆ｺｰﾝ 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
ｽｷﾑﾐﾙｸ 牛乳 豆乳 鶏ｶﾞﾗ
ｽｰﾌﾟ◆ﾎﾟー ｸﾌﾗﾝｸ  
◆ﾁｰｽﾞ１５ｇ 

◆豚肉 じゃが芋 玉ねぎ 人
参 しらたき しいたけ たもぎ
茸 生姜 昆布 
◆ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ 小麦粉 卵（片栗
粉 宗田）◆ごぼう 人参 あ
さり 生姜 水あめ 

５日     720kcal ６日     793kcal ７日    815kcal ８日    851kcal ９日    833kcal 

しょうゆラーメン 

きなこポテト 

冷凍みかん 

 

チキンｳｲﾝﾅｰﾗｲｽ 

ちくわﾁｰｽﾞつめ揚げ 

フルーツミックス 

かき揚げ丼（えび入

り） 

味噌汁 

磯和え 

横割バンズ 

アスパラのグラタン 

ﾌｨｯｼｭﾊﾞｰｶﾞ （ーﾁﾘｿｰｽ） 

パイン缶 

ｶｵ･ﾗｰﾄﾅｰ･ｶﾞｲ 

チンゲン菜のスープ 

メロン 
タイ料理 

◆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 鳥ガラ 豚骨 昆布 
煮干し  
◆じゃが芋 きな粉 
 

◆胚芽米 大麦 ﾊﾞﾀｰ ﾄﾏﾄ
ｼﾞｭｰｽ ﾁｷﾝﾚﾊﾞー ｳｲﾝﾅｰ 玉ね
ぎ 人参 ﾏｯｼｭﾙｰﾑ ｸﾞﾘﾝﾋﾟー ｽ 
◆ちくわ ﾁｰｽ  ゙ 小麦粉 卵 
◆みかん缶 パイン缶 黄桃
缶 洋梨缶 なつみかん缶 

◆ごはん えび いか あさり 
桜エビ しらす干し 玉ねぎ 
人参 ごぼう 春菊 ひじき 
切干大根 小麦粉 卵 片栗粉 
削り節（ﾑﾛ・宗田）◆大根 油
揚げ 削り節（ﾑﾛ）昆布◆小松
菜 もやし 切りのり 

◆ｸﾞﾘｰﾝｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ ﾍﾞー ｺﾝ ﾏｶ

ﾛﾆ 玉ねぎ 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 ﾊﾟﾝ粉 粉ﾁｰｽ  ゙
◆冷凍フライ 玉ねぎ ﾄﾏﾄ
ﾋﾟｭｰﾚ 

◆ごはん 鶏肉 ﾅﾝﾌﾟﾗｰ 小
麦粉 片栗粉 玉ねぎ ﾋﾟー ﾏﾝ 
細ねぎ ｵｲｽﾀｰｿｰｽ ｺｰﾝｽﾀｰ
ﾁ 鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ◆ﾍﾞー ｺﾝ チンゲ
ン菜 緑豆春雨 ｺｰﾝ 鶏ｶﾞﾗ
ｽｰﾌ  ゚ 昆布 削節（ﾑﾛ） 

１２日    762kcal １３日 １４日    740kcal １５日    869kcal １６日    830kcal 

ﾊﾟｽﾀｼｰﾌｰﾄﾞﾄﾏﾄｿｰｽ 

切り干し大根のｻﾗﾀﾞ 

ヨーグルト 
札教研事業 

全市集会 

 

たけのこごはん 

サケフライ 

しょうが和え 

ロールパン 

あさりのチャウダー 

厚揚げサラダ 

黄桃（缶） 

ごはん 

豆腐の中華煮（えび

入り） 

春巻（ひじき入り） 

ナムル 
◆ｿﾌﾄﾊﾟｽﾀ ﾍﾞー ｺﾝ えび い
か あさり 玉ねぎ 人参 ﾏｯ
ｼｭﾙｰﾑ ｾﾛﾘ にんにく ｵﾘｰ
ﾌﾞｵｲﾙ パｾﾘ 小麦粉 ﾄﾏﾄ
ﾋﾟｭｰﾚ ﾄﾏﾄﾎｰﾙ 鶏がらｽｰﾌ  ゚
◆切干大根 まぐろ水煮 人参 
もやし きゅうり ごま ごま油
◆ｶｯﾌﾟﾖｰｸﾞﾙﾄ 90ｇ 

◆胚芽米 大麦 昆布 鶏肉 
人参 地たけのこ 油揚げ 椎
茸 ｸﾞﾘﾝﾋﾟー ｽ 
◆冷凍サケフライ 
◆焼きちくわ 小松菜 もやし 
生姜 
 

◆あさり ﾍﾞー ｺﾝ じゃがいも 
玉ねぎ 人参 ﾊﾟｾﾘ 小麦粉 
ﾊﾞﾀｰ 牛乳 豆乳 ﾁｰｽﾞ ｽｷﾑ
ﾐﾙｸ 鶏ｶﾞﾗｽｰﾌ  ゚
◆厚揚げ 生姜 片栗粉 小
麦粉 ｷｬﾍﾞﾂ 人参 きゅうり 
ごま ごま油 
 

◆豆腐 豚肉 えび 人参 玉
ねぎ たけのこ たもぎ茸 し
いたけ きくらげ 生姜 にん
にく ごま油 片栗粉 
◆冷凍春巻 
◆ﾊﾑ ほうれん草 もやし 人
参 ごま油 ﾄｳﾊﾞﾝｼﾞｬﾝ ごま 

１９日    803kcal ２０日    790kcal ２１日    883kcal ２２日    789kcal ２３日    744kcal 

冷やしきつねうどん 

チーズポテト 

冷凍みかん 

 

小松菜ピラフ 

南瓜コロッケ 

ヨーグルト和え 

豚ミックス丼 

味噌汁 

ミニトマト 

黒コッペパン 

チキンｸﾘｰﾑシチュー 

ほうれん草とﾍﾞｰｺﾝの

サラダ 冷凍パイン 

ごはん 

けんちん汁 

さわらの味噌焼き 

ひじきの煮物 
◆ｿﾌﾄ麺 油揚げ しいたけ 
ほうれん草 長ﾈｷ  ゙ 削節（宗
田・ﾑﾛ） 昆布◆じゃが芋 ﾊﾞ
ﾀ  ー ﾁｰｽ  ゙ 牛乳 ｽｷﾑﾐﾙｸ 

◆胚芽米 大麦 ﾊﾞﾀｰ ﾍﾞｰｺﾝ 

人参 玉ねぎ にんにく ｺｰﾝ 

小松菜 ◆冷凍ｺﾛｯｹ◆みか

ん缶 ﾊﾟｲﾝ缶 黄桃缶 洋梨缶 

ﾖｰｸﾞﾙﾄ 

◆豚肉 生姜 片栗粉 小麦粉 
厚揚げ 玉ねぎ たけのこ 人
参 ﾋﾟー ﾏﾝ ごま◆油揚げ 小
松菜 えのきたけ 削り節（ﾑ
ﾛ）昆布  

◆鶏肉 じゃが芋 玉ねぎ 人
参 ﾊﾟｾﾘ 小麦粉 ﾊﾞﾀｰ 牛乳 
豆乳 ﾁｰｽﾞ ｽｷﾑﾐﾙｸ 鶏がら
ｽｰﾌﾟ ◆ﾍﾞｰｺﾝ ほうれん草 
もやし ごま 

◆鶏肉 豆腐 つきこんにゃく 
人参 大根 ごぼう 長ネギ 
削り節（ﾑﾛ）昆布 ◆さわら ご
ま 生姜◆ひじき 油揚げ 人
参 削節（ﾑﾛ） 

２６日    739kcal ２７日    803kcal ２８日    859kcal ２９日    778kcal ３０日    853kcal 

冷やしラーメン 

シナモンポテト 

冷凍みかん 

五目ごはん 

豚肉のカレーフライ 

ごま和え 

ハヤシライス 

あさりのサラダ 

沖縄パインゼリー 

横割バンズ 

イタリアンスープ 

ハンバーガー 

スライスチーズ 

メロン 

ごはん 

マーボー豆腐 

かれい唐揚げ 

（ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰｿｰｽ） 

おひたし 
◆ｿﾌﾄﾗｰﾒﾝ ﾊﾑ もやし きゅ
り 人参 ゴマ油 ごま 削節
（ﾑﾛ） 昆布 
◆さつまいも  

◆胚芽米 大麦 昆布 鶏肉 
油揚 しらたき 人参 ごぼう 
たけのこ ひじき しいたけ 
ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ◆豚肉 小麦粉 卵 
パン粉 ｵｰﾄﾐｰﾙ◆小松菜 も
やし ｺﾞﾏ 

◆牛肉 玉ねぎ 人参 たけ
のこ ｾﾛﾘ 生姜 にんにく ﾏｯ
ｼｭﾙｰﾑ ｸﾞﾘﾝﾋﾟー ｽ ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ 
ﾄﾏﾄﾎｰﾙ 小麦粉 ﾊﾔｼﾙｳ 鶏
がらｽｰﾌﾟ◆あさり 生姜 きゅ
うり ｷｬﾍﾞﾂ 人参 ごま油 ご
ま 
◆冷凍ゼリー 

◆ﾍﾞｰｺﾝ じゃがいも 玉ねぎ 

人参 ﾏｶﾛﾆ ﾊﾟｾﾘ ｺｰﾝ 鶏が

らｽｰﾌ  ゚ 鳥がら  
◆ﾊﾝﾊﾞー ｸﾞ ｽﾗｲｽﾁｰｽ  ゙

◆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 ◆冷凍かれい（丸ごと） 

玉ねぎ 生姜 にんにく りん

ご 片栗粉◆小松菜 もやし  

糸かつお  

 


