
  

 

   ２０１７年 ６月２８日  札幌市立篠路西学校  札幌市立屯田北中学校 

    

旬の夏野菜が出回る時期になりました。トマト、きゅうり、なす、ピーマン、ゴーヤ、かぼちゃなどからは、暑さで

体力が消耗しやすい季節に必要な栄養素を補給することができます。揚げたり、蒸したり、もちろん生でサラダ

に・・・工夫して毎日の食卓にとりいれましょう。 

   気温、湿度が上昇するこれからの季節は、食中毒予防に十分な注意が必要です。基本は手洗いと十分な加熱

です。また、購入した食品や、調理後の料理の保管には、温度管理に十分気を付けましょう。 

   肉に関して「生食可」とされている場合でも、加熱されていないものは食中毒のリスクは高いと考えた方がよ

いでしょう。焼肉をする場合は、生の肉を扱う箸（トング）を別に用意した方が安全です。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 人間の体は、汗をかくことによって体温を一定に保とうと

します。汗には水のほかにナトリウムやカリウムなどの成分

も含まれているので、たくさん汗をかいた時には、これらの

補給も必要です。食事のなかには、栄養はもちろん意外と多

くの水分も含まれているので、３回の食事をバランスよく食

べる事は熱中症の予防にもなります。 

 

スイカもメロンも同じウリ科の作物です。

栄養素ではどちらもカリウムが豊富です。

スイカにはピーマンの倍近くものカロテ

ンが含まれます。夏場にはおすすめのデザ

ートです。 



 

 

                                     札幌市立屯田北中学校 

 

     アドレスはこちら→ http://s-eiyou.com/ 
                                      （札幌市学校給食栄養士会） 

                 

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が、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 

お問合せください。 
  

３日     779kcal 

冷したぬきうどん

（えび入り） 

チーズポテト 

さくらんぼ 

４日     785kcal 

コーンピラフ 

野菜コロッケ 

フルーツミックス 

５日     828kcal 

厚揚げ入り肉炒め丼 

味噌汁 

ミニトマト 

６日    819 kcal 

黒コッペパン 

ベーコンシチュー 

あさりのｶﾘｯとｻﾗﾀ  ゙

冷凍みかん 

７日    827kcal   

ご飯 

豆腐のｵｲｽﾀｰｿｰｽ煮 

ししゃもﾋﾟﾘｶﾗ揚げ 

磯和え 
◆ｿﾌﾄ麺 あさり 桜えび か
たくちいわし 人参 春菊 ご
ぼう 切干大根 ひじき 小麦
粉 卵 つと ほうれん草 長
ねぎ しいたけ 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 ｺｰﾝ ﾏｯｼｭﾙｰﾑ 
ﾊﾟｾﾘ 
◆冷凍ｺﾛｯｹ 
◆みかん缶 ﾊﾟｲﾝ缶 黄桃缶 
洋梨缶 夏みかん缶 

◆白飯 豚肉 ﾒﾝﾏ 人参 も
やし ほうれん草 厚揚げ 片
栗粉 玉ねぎ りんご 生姜 
にんにく ﾄｳﾊﾞﾝｼﾞｬﾝ ごま ご
ま油 
◆豆腐 わかめ 長ネギ 削節
（ﾑﾛ） 昆布 

◆ﾍﾞー ｺﾝ 玉ねぎ 人参 ﾊﾟｾﾘ 
じゃが芋 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◆あさり 生姜 小麦粉 
片栗粉 きゅうり ｷｬﾍﾞﾂ 人参
ごま油 ごま 

◆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 切りのり 

１０日    758kcal 

ﾋﾟﾘｶﾗ冷やしラーメ

ン 

シナモンポテト 

パイン（缶） 

１１日    738kcal 

あさりごはん 

豚肉のごま揚げ 

おひたし 

１２日    854kcal 

チキンカレー 

ほうれん草とﾍﾞｰｺﾝ

のサラダ  ゙

１３日    853kcal 

背割コッペ 

豆腐のグラタン 

セルフドック 

冷凍みかん 

１４日   795kcal 

ごはん 

ジンギスカン 

揚げえびシュウマイ 

たたききゅうり 
◆ｿﾌﾄﾗｰﾒﾝ ﾊﾑ 人参 きゅう
り ｺｰﾝ 玉ねぎ 生姜 にん
にく ﾄｳﾊﾞﾝｼﾞｬﾝ ごま油 ごま 
削節（ﾑﾛ） 昆布 
◆さつま芋  

◆胚芽米 大麦 昆布 あさり 
生姜 人参 油揚げ たけのこ
ごぼう しいたけ しらたき ｸﾞ
ﾘﾝﾋﾟー ｽ  
◆豚肉 生姜 にんにく 小麦
粉 片栗粉 ごま  
◆小松菜 もやし 糸かつお 

◆白飯 鶏肉 じゃが芋 人参
玉ねぎ セロリ りんご 生姜
にんにく 小麦粉 ｶﾚｰﾙｳ ｸﾞﾘ
ﾝﾋﾟー ｽ 鶏がらｽｰﾌ  ゚
◆ﾍﾞｰｺﾝ ほうれん草 もやし 
ごま 

◆ﾏｶﾛﾆ ﾍﾞー ｺﾝ 玉ねぎ 人参 
ﾊﾟｾﾘ 豆腐 ﾏｯｼｭﾙｰﾑ 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  

◆羊肉 生姜 にんにく 玉ね
ぎ もやし ﾋﾟー ﾏﾝ ｷｬﾍﾞﾂ 人
参 りんご 
◆冷凍えびｼｭｳﾏｲ 
◆きゅうり ごま ごま油 

１７日 １８日    769kcal １９日    811kcal ２０日    742kcal ２１日    778kcal 

海の日 
 
 
 
 
 
 
 

冷麦 

たこ焼き風天ぷら 

枝豆 

ﾚﾀｽ入り焼豚ﾁｬｰﾊﾝ 

（ﾌｰﾄﾞﾘｻｲｸﾙﾚﾀｽ使用） 

はんぺんﾁｰｽﾞﾌﾗｲ 

黄桃（缶） 

コーンｸﾘｰﾑｽｰﾌﾟ 

イカバーグ（照り焼

きソース） 

大根サラダ 

ご飯 

けんちん汁 

ぶりの味噌照り焼き 

のりとあさりの佃煮 
◆ｿﾌﾄ冷麦 油揚げ しいたけ 
ほうれん草 長ねぎ 削節（ﾑ
ﾛ・宗田） 昆布 
◆豆腐入りかまぼこ 小麦粉 
ﾍﾞー ｷﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞー  卵 糸かつお 
青のり◆冷凍枝豆 

◆胚芽米 大麦 豚肉 長ね
ぎ 生姜 にんにく 人参 玉
ねぎ ｺｰﾝ しいたけ ﾚﾀｽ ご
ま油 
◆はんぺん 小麦粉 粉ﾁｰｽ  ゙
卵 パン粉 

◆ﾍﾞｰｺﾝ ｺｰﾝ 玉ねぎ 人参
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  
◆冷凍ｲｶﾊﾝﾊﾞー ｸ  ゙ （片栗粉） 
◆大根 まぐろ水煮 きゅうり 
人参 ごま ごま油  

◆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 ◆ぶり ご
ま 生姜 
◆あさり 生姜 もみのり ひ
じき 水あめ 

２４日    787kcal 

冷しきつねうどん 

青のりポテト 

アイスクリーム 

 

 

 

 

 

学校給食フードリサイクルとは、給食の調理過程で発生したくずや残食などの生ごみを堆

肥化し、その堆肥を利用して作った作物を給食の食材に活用するという取り組みです。今

年度は、レタス（7月）、玉ねぎ（10月）の使用を予定しています。 
 

◆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◆冷凍ﾌﾚﾝﾁﾎﾟﾃ

ﾄ 青のり◆アイスクリーム 

ＨＰでレタスを

使ったレシピを紹

介しています。 

http://s-eiyou.com/

