
 

夏の野菜売り場です。旬が夏ではない野菜を、２つ探しましょう。 

 

 

 

 
ほうれん草   トマト    ピーマン  アスパラ  とうもろこし  かぼちゃ 

 

家庭で和食の料理をお膳に並べました。 

右の配膳で、間違いを３つ見つけましょう。 

 

 

 
 

 

 

 

食育の「育(いく)」という言葉が「１９」につながることや、食育の「食(しょく)」も「しょ→初→１、

く→９」につながることから、毎月１９日を「食育の日」としています。 

『食育』とは、さまざまな経験を通じて、食に関する知識と、食を選択する力を習得し、健全な食生活を

実践することができるように育てることです。食卓を囲んでの食事やコミュニケーションは、食育の原点で

あり、食育推進の大切な時間と場になります。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※クイズの答えは裏面です。 

令和元年(201９年)５月３０日 

       札幌市立北辰中学校 

 

 

買い物に行くことで、食材の旬や産地を知ることができます。旬の

食材は出荷量が多く、最もおいしく栄養価が高まっています。料理の

中に取り入れ、食事からも季節を感じてみませんか？ 

 

一人で食べる「孤食」や、各々が別の食事をとる「個食」になって

はいませんか？その日にあった出来事などを会話しながら、１日に１

回以上は家族揃って食事ができるように工夫してみましょう。楽しく

食事することで食事がよりおいしく感じ、食欲も増進します。 

旬の食材を利用しましょう 

 

家族で食卓を囲みましょう 

 



 

 

 

 

 

 

 

３ 845kcal ４ 880kcal ５ 779cal ６ 780cal ７ 884kcal 
☆◇豆パン 

◇アスパラのグラタン 

あさりのカリッとサラダ 

ジューシーオレンジ 

豚ミックス丼 

みそ汁 

メロン 

しょうゆラーメン 

大学芋 

冷凍みかん 

わかめごはん 

みそ汁 

さんまかば焼き 

ごはん 

じゃがいものそぼろ煮 

ししゃものから揚げ 

のりの佃煮 
・ｸ゙ ﾘー ﾝｱｽﾊ゚ ﾗ ベーコン マカロニ 玉
ねぎ 小麦粉 バター 菜種油 牛乳 
豆乳 ｽｷﾑﾐﾙｸ チーズ 白ワイン 塩 
こしょう 鶏がらスープ パン粉 粉
チーズ 
・あさり  生姜 醤油 みりん 片栗粉  
小麦粉 菜種油 きゅうり キャベツ 
人参 砂糖 酢 からし  ごま油  ごま 

・白飯 豚肉 酒 醤油 生姜 片栗粉 

小麦粉 菜種油 厚揚げ たけのこ   

人参 ピーマン 砂糖 みりん ごま 
・豆腐 わかめ 長ねぎ 赤・白みそ  
昆布 削り節 

 

・ソフトラーメン 豚肉 メンマ 生姜 
にんにく 醤油 酒 みりん 菜種油 か
まぼこ もやし 玉ねぎ 人参 長ねぎ 
ほうれん草 くきわかめ 塩 こしょう 
鶏がら 豚骨 昆布 煮干し 
・さつまいも 菜種油 水あめ 黒砂糖 

醤油 酢 黒ごま 

・胚芽米 大麦 酒 炊き込みわかめ 

ごま 

・油揚げ 小松菜 えのきたけ 赤・白

みそ 削り節 昆布 

・さんま 酒 片栗粉 小麦粉 菜種油 

醤油 砂糖 みりん 生姜 ごま 

・豚ひき肉 酒 じゃがいも 玉ねぎ 
人参 大豆水煮 切り干し大根 干し
椎茸 ｸ゙ ﾘﾝﾋ゚ ｽー 生姜 菜種油 醤油 
黒砂糖 砂糖 赤みそ みりん 昆布 
・カラフトししゃも（子持ち） 酒 小
麦粉 片栗粉 菜種油 醤油 砂糖 
みりん 酢 
・のり ひじき 醤油 酒 みりん 砂
糖 水あめ ３年臨時休業日 

１０ 751kcal １１  １２ 802kcal １３ 759kcal １４ 881kcal 
揚げパン 

麦入り野菜スープ 

バンバンジーサラダ 

冷凍カットパイン 

札教研全市実践 

研究日 

（給食なし） 

パスタシーフード 

トマトソース 

バジルポテト 

◇牛乳プリン 

◇チキンライス 

☆◇かぼちゃパイ 

ほうれん草と 

ベーコンのサラダ 

ごはん 

マーボー豆腐 

かれい唐揚げ（天つゆ） 

おひたし 

・ソフトフランスパン 菜種油 グラニ
ュー糖 シナモン 
・ベーコン 人参 玉ねぎ キャベツ 
セロリ パセリ 大麦 醤油 塩 こ
しょう 白ワイン 鶏がらスープ  
・鶏ささみ 塩 酒 はるさめ もやし 
きゅうり 長ねぎ 生姜 醤油 赤みそ 
酢 砂糖 ﾄｳﾊ゙ ﾝｼ゙ ｬﾝ ごま油 ごま 

・ソフトパスタ ベーコン えび いか 
あさり 白ワイン 玉ねぎ 人参  
セロリ ﾏｯｼｭﾙー ﾑ にんにく オリーブ
油 小麦粉 カレー粉 ｹﾁｬｯﾌ゚ ﾄﾏﾄﾋ゚ ｭー
ﾚ トマト缶 ｳｽﾀー ｿー ｽ 中濃ｿー ｽ  醤
油 塩 こしょう オレガノ 赤ワイ
ン 鶏がらスープ パセリ  
・じゃがいも 菜種油 にんにく バジ
ル オリーブ油  塩 こしょう 
・牛乳プリン（冷） 

・胚芽米 大麦 バター トマト缶 白
ワイン 塩 鶏肉 玉ねぎ 人参 ｸ゙ ﾘ
ﾝﾋ゚ ｽー ﾏｯｼｭﾙー ﾑ 菜種油 ｹﾁｬｯﾌ゚  塩 
こしょう 
・かぼちゃパイ（冷） 菜種油 
・ベーコン ほうれん草 もやし 醤油 
酢 菜種油 砂糖 こしょう ごま 

・豆腐 豚ひき肉 生姜 にんにく 菜
種油 人参 長ねぎ 干し椎茸 赤み
そ 醤油 砂糖 ｵｲｽﾀー ｿー ｽ 酒 ごま
油 ﾄｳﾊ゙ ﾝｼ゙ ｬﾝ 唐辛子 片栗粉 
・かれい 片栗粉 菜種油（天つゆ：醤
油 砂糖 酒 みりん 片栗粉 削り
節） 
・小松菜 もやし 糸かつお 醤油 

１７ 897kcal １８ 838kcal １９ 752kcal ２０ 770kcal ２１ 832kcal 
☆◇横割りバンズ 
◇あさりのチャウダー 

レバー入りメンチカツ
☆◇小松菜とコーンの 

           サラダ 

キーマカレー 

☆◇サイコロサラダ 

冷凍みかん 

☆◇冷やしラーメン 

シナモンポテト 

黄桃缶 

たけのこごはん 

☆さわらの 

オートミールフライ 

☆◇からし和え 

ご飯 

みそ汁 

豚肉のﾊﾞー ﾍﾞｷｭー ｿー ｽ 

五目きんぴら 
・あさり 白ワイン ベーコン じゃが

いも 玉ねぎ 人参 パセリ 小麦粉 

バター 菜種油 牛乳 豆乳 チーズ 

ｽｷﾑﾐﾙｸ 塩 こしょう 鶏がらスープ 
・レバー入りメンチカツ（冷） 菜種油 
中濃ソース 
・ハム 小松菜 ﾎー ﾙｺー ﾝ ごま 菜種油 砂
糖 酢 醤油 こしょう 

・白飯 豚ひき肉 赤ワイン 玉ねぎ 
人参 セロリ 生姜 にんにく 大豆水
煮 レーズン 菜種油 小麦粉 カレー
粉 ｳｽﾀー ｿー ｽ 中濃ソース トマト缶詰 
ｹﾁｬｯﾌ゚  醤油 赤みそ 塩 こしょう 
ｵー ﾙｽﾊ゚ ｲｽ ﾅﾂﾒｸ゙  ｼﾅﾓﾝ パセリ 
・ハム 人参 きゅうり ﾎー ﾙｺー ﾝ 醤油 酢
砂糖 ごま油 からし 

・ｿﾌﾄﾗー ﾒﾝ ハム  もやし 人参  き

ゅうり 醤油 砂糖 酒 みりん ご

ま油 塩 酢 からし ごま 昆布 

削り節 
・さつまいも 菜種油 グラニュー糖 
シナモン 

・胚芽米 大麦 酒 塩 昆布 鶏肉 
人参 たけのこ 油揚げ 干し椎茸  
グリンピース 醤油 砂糖 みりん 
・さわら 酒 塩 こしょう 小麦粉 
卵 ｵー ﾄﾐー ﾙ パン粉 菜種油 
・ハム 小松菜 キャベツ 醤油 砂糖 
からし 

・じゃがいも にら 白・赤みそ 削り
節 昆布 
・豚肉 醤油 酒 生姜 片栗粉 小麦
粉 菜種油  
・牛肉 あさり 菜種油 酒 砂糖 醤
油 ごぼう 人参 ﾄｳﾊﾞﾝｼﾞｬﾝ ごま油 
ごま 

２４ 812kcal ２５ 816kcal ２６ 755kcal ２７ 771kcal ２８ 889kcal 

☆◇背割コッペ 

◇ベーコンシチュー 

焼きフランク 

さくらんぼ 

☆かき揚げ丼 

みそ汁 

もやしのカレー和え 

冷やしきつねうどん 

◇野菜コロッケ 

メロン 

◇小松菜ピラフ 

☆いわしごまフライ 

フルーツミックス 

ご飯 

豆腐とえびのﾁﾘｿー ｽ煮 

ひじき入りぎょうざ 

いそ和え 

・ﾍﾞｰｺﾝ じゃがいも 玉ねぎ 人参 
パセリ 小麦粉 バター 菜種油 牛
乳 豆乳 ｽｷﾑﾐﾙｸ ﾁー ｽ゙  塩 こしょう 
白ワイン 鶏がらスープ 
・ﾎ゚ ｸーﾌﾗﾝｸ ｹﾁｬｯﾌ゚  中濃ソース 赤ワ
イン 砂糖 からし 

・白飯 えび いか あさり さくらえ
び 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 
卵 塩 菜種油 醤油 砂糖 酒 み
りん 片栗粉 削り節 昆布 
・厚揚げ 小松菜 赤・白みそ 昆布 削
り節 
・もやし カレー粉 春雨 きゅうり 
人参 醤油 砂糖 塩 ごま油 

・ソフトめん 油揚げ 干し椎茸 
醤油 砂糖 酒 みりん ほうれ
ん草 長ねぎ 酢 一味唐辛子 
削り節 昆布 
・野菜コロッケ（冷）菜種油 

・胚芽米 大麦 バター 塩 白ワイン 

ﾍ゙ ｺーﾝ 人参 玉ねぎ にんにく ﾎー ﾙ 

ｺー ﾝ 菜種油 こしょう 小松菜 醤油 

.・いわし 醤油 酒 生姜 小麦粉 卵 

ごま パン粉 菜種油 
・みかん缶 パイン缶 黄桃缶 洋梨缶 
なつみかん缶 砂糖 

・豆腐 えび 酒 片栗粉 小麦粉 菜

種油 人参 玉ねぎ 長ねぎ 干し椎

茸 ｸ゙ ﾘﾝﾋ゚ ｽー 生姜 にんにく 菜種

油 ｹﾁｬｯﾌ゚  醤油 中濃ソース 砂糖  

ﾄｳﾊ゙ ﾝｼ゙ ｬﾝ ﾊ゚ ﾌ゚ ﾘｶ  ﾁﾘﾊ゚ ｳﾀ゙  ー

鶏がらｽー ﾌ゚  

・ひじき入りぎょうざ（冷）菜種油 

・白菜 小松菜 切りのり 醤油 

クイズの答え ①ほうれん草・アスパラ ②はしの置き方・ごはんと汁物の位置が逆・魚の向きが逆

 

※牛乳２００ｍｌは毎日つきます。 

※葉物野菜や果物は、産地の天候などの状況により、やむを得ず 

一部変更することがございます。 

アレルギー表示 

☆→鶏卵・うずらの卵使用 

◇→牛乳・乳製品使用 

※しらす干しやわかめ等の海産物には、小さなかに、えび等が混入・付着している場合が

ございます。また、ししゃもの内臓にも、ししゃもが捕食したかにやえび等が混入  して

いる場合もございます。 



 


