
平成２９年５月３１日

札幌市立平岡中央小学校

札幌市立北野小学校

です

きゅうしょく
６月は

国全体で、食育に取り組む

「食育」とは、様々な経験を通じて、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力を育むことをいいます。

生涯にわたって、心も体も健康で、充実した生活を送るために、今月は、

「食べること」について、考えてみませんか？

札幌市では、とくに、朝食をとることの重要性について呼びかけています。

★簡単に食べられるものを準備しておきましょう
パン、コーンフレーク、ハム、納豆、練り製品

トマト、きゅうり、バナナ、みかん、ヨーグルト

チーズ、缶詰、冷凍野菜 など

★洗い物を少なくしましょう
・ワンプレートに盛り付ける

・電子レンジを活用して加熱

する など

★下準備や、調理を済ませておきましょう
・常備菜（日持ちをするおかず）を冷蔵庫に入れておく

・おかずを多めに作り、小分けして冷凍保存する

・夕食準備の時に、翌朝分の野菜などを切っておく

・肉や魚は、下味をつけて焼くだけにしておく など

清田区は、「美しい清らかな水田地帯」という意味で名前がつけら

れたように、昔から米作りがさかんな地域でした。

その後、水田は畑に変わり、野菜を栽培するようになりましたが、気

候や土質が、ほうれん草栽培に適していることから、清田区のブランド

野菜になりました。

清田区の小・中学校では、JAさっぽろさんのご協力のもと、６月～

7月、10月に、真栄や有明地区の畑からほうれん草を直送していただき、

給食で使用します。とても新鮮で、甘みが強く、歯ごたえがしっかりし

たほうれん草です。



６月予定献立                               ＊牛乳は毎日つきます 
月 火 水 木 金 

 

  

 

１日   

たぬきうどん（えび入り） 

バターポテト 

果物 

２日   

チキンウインナーライス 

ちくわのチーズつめ揚げ 

フルーツミックス 

ゆでうどん/えび、あさり、

人参、春菊、ごぼう、切り干

し大根、ひじき、小麦粉、鶏

卵、菜種油、鶏肉、つと、ほ

うれん草、長ねぎ、たもぎ茸、

干し椎茸、醤油/じゃが芋、

ﾊﾞﾀｰ、牛乳、ｽｷﾑﾐﾙｸ/りんご 

胚芽米、大麦、ﾊﾞﾀｰ、ﾄﾏﾄｼﾞｭｰ

ｽ、ｳｲﾝﾅｰ（鶏肉、豚脂肪、豚ﾚ

ﾊﾞｰ、ひじき、水あめ、牛乳）、

玉ねぎ、人参、ﾏｯｼｭﾙｰﾑ、ｸﾞﾘﾝ

ﾋﾟｰｽ、菜種油/ちくわ、チーズ、

小麦粉、鶏卵、菜種油/みかん

缶、パイン缶、黄桃缶、洋梨缶 

５日   

鶏ミックス丼 

味噌汁 

おひたし 

 

６日 黒コッペパン 

塩ワンタンスープ 

鮭とカシューナッツのソテー 

アップルゼリー 

７日 ごはん 
肉ボールとほうれん草のスープ 

さばの香味揚げ 

きゅうりの味噌だれ 

８日  
パスタクリームソース 

オニオンチップサラダ 
 

 

 

９日  

深川めし 

味噌汁 

チキンクラッカー揚げ 
 

平岡中央小  春の遠足 

ごはん/鶏肉、生姜、醤油、

小麦粉、片栗粉、菜種油、厚

揚げ、人参、玉ねぎ、たけの

こ、干し椎茸、ピーマン、白

ごま/豆腐、わかめ、長ねぎ、

味噌/小松菜、もやし、糸か

つお、醤油 

パン/ワンタン、豚肉、人参、

ほうれん草、もやし、メンマ、

長ねぎ、生姜、にんにく/鮭、

醤油、生姜、片栗粉、菜種油、

じゃが芋、カシューナッツ、

ピーマン/りんごジュース、

粉寒天、りんご缶 

ごはん/豚挽肉、たらすり身、

焼き豆腐、生姜、味噌、片栗

粉、ほうれん草、春雨、醤油

/さば、生姜、にんにく、醤

油、片栗粉、小麦粉、菜種油

/きゅうり、味噌、白ごま 

ゆでパスタ/ベーコン、小松

菜、玉ねぎ、たもぎ茸、小麦

粉、バター、菜種油、チーズ、

牛乳、スキムミルク、豆乳、

味噌/ハム、キャベツ、きゅ

うり、ﾎｰﾙｺｰﾝ、玉ねぎ、片栗

粉、菜種油、醤油、白ごま 

胚芽米、大麦、醤油、あさり、

生姜、人参、ごぼう、菜種油、

味噌、葉大根/厚揚げ、小松菜、

たもぎ茸、味噌/鶏肉、小麦粉、

鶏卵、パン粉、ｿｰﾀﾞｸﾗｯｶｰ、菜

種油 

１２日  
厚揚げ入り肉炒め丼 

味噌汁 

果物 

 

１３    １３日 ロールパン 
ポーククリームシチュー 

小松菜とベーコンのサラダ 

果物 

 
札幌市教育推進事業研究集会 

１４日 ごはん 

カレー肉じゃが 

ちくわの磯辺揚げ 

のりとあさりの佃煮 

 

１５日  

しょうゆラーメン 

ごまポテト 

果物 

 
平岡中央小４年生 現地学習 

１６日  
たけのこごはん 

味噌汁 

サケフライ 
 

ごはん/豚肉、メンマ、人参、

菜種油、もやし、ほうれん草、

厚揚げ、片栗粉、醤油、玉ね

ぎ、りんご、生姜、にんにく、

ごま油、白ごま/キャベツ、

油揚げ、味噌/ジューシーオ

レンジ 

パン/豚肉、じゃが芋、玉ね

ぎ、人参、パセリ、菜種油、

小麦粉、バター、牛乳、豆乳、

チーズ、スキムミルク/ベー

コン、小松菜、もやし、醤油、

菜種油、白ごま/冷凍みかん 

ごはん/豚肉、じゃが芋、玉

ねぎ、人参、白滝、さやいん

げん、干し椎茸、たもぎ茸、

生姜、菜種油、醤油、ｶﾚｰ粉/

ちくわ、小麦粉、鶏卵、青の

り、菜種油/あさり、生姜、

醤油、のり、ひじき、水あめ 

ゆでラーメン/豚肉、メンマ、

生姜、にんにく、醤油、菜種

油、つと、もやし、玉ねぎ、

人参、長ねぎ、ほうれん草、

茎わかめ/じゃが芋、菜種油、

白すりごま/りんご 

胚芽米、大麦、人参、地たけの

こ、油揚げ、干し椎茸、グリン

ピース、菜種油、醤油/厚揚げ、

小松菜、味噌/ｻｹﾌﾗｲ（鮭、パン

粉、小麦粉）菜種油、中濃ソー

ス 

１９日  

かき揚げ丼（えび入り） 

味噌汁 

からし和え 
 

北野小５年生 ﾊﾛｰﾐｭｰｼﾞｱﾑ 

２０日 ツイストパン 

ハッシュドビーフポテト 

大根サラダ 

果物 

 

平岡中央小２年生 円山動物園見学 

２１日 ごはん 

マーボー豆腐 

ししゃものから揚げ 

ポーラスターナムル 

 

２２日  

冷やしラーメン 

きなこポテト 

果物 

２３日  

ほうれん草ピラフ 

高野豆腐のフライ 

フルーツカクテル 

ごはん/えび、あさり、桜え

び、玉ねぎ、人参、ごぼう、

春菊、ひじき、切り干し大根、

小麦粉、鶏卵、菜種油、醤油、

片栗粉/豆腐、なめこ、長ね

ぎ、味噌/ハム、ほうれん草、

もやし、醤油 

パン/じゃが芋、菜種油、牛

肉、玉ねぎ、人参、ピーマン、

生姜、にんにく、醤油/大根、

まぐろ水煮、きゅうり、人参、

白ごま、醤油、ごま油/冷凍

みかん 

ごはん/豆腐、豚挽肉、生姜、

にんにく、菜種油、人参、長

ねぎ、干し椎茸、味噌、醤油、

ごま油、片栗粉/子持ちｶﾗﾌﾄし

しゃも、小麦粉、片栗粉、菜種

油、醤油/ほうれん草、人参、

鶏肉、醤油、ごま油、白ごま 

ゆでラーメン/ハム、もやし、

きゅうり、ホールコーン、人

参、醤油、ごま油、白ごま/

じゃがいも、菜種油、きな粉

/すいか 

胚芽米、大麦、ﾊﾞﾀｰ、ﾍﾞｰｺﾝ、

人参、玉ねぎ、にんにく、ﾎｰﾙ

ｺｰﾝ、菜種油、ほうれん草、醤

油/高野豆腐、醤油、小麦粉、

白ごま、鶏卵、ﾊﾟﾝ粉、菜種油 /

みかん缶、パイン缶、黄桃缶、

洋梨缶、夏みかん缶、りんごジ

ュース 

２６日  

キーマカレー 

ほうれん草とコーンのサラダ

果物 

２７日 横割ﾊﾞﾝｽﾞﾊﾟﾝ 

キャロットポタージュ 

レバー入りハンバーグ ｹﾁｬｯﾌﾟｿｰｽ 

あさりのｽﾊﾟｹﾞﾃｨｻﾗﾀ 
 

平岡中央小６年生  修学旅行（１日目） 

２８日 ごはん 

味噌けんちん汁 

鮭の焼き漬け 

磯和え 
平岡中央小６年生  修学旅行（２日目） 

北野小かがやき学級 青少年科学館見学 

２９日 

冷やしきつねうどん 

青のりポテト 

果物 
平岡中央小６年生  疲労回復日 

北野小６年生  修学旅行（１日目） 

３０日 

ヘルシーライス 

味噌汁 

とんかつ 
 

北野小６年生  修学旅行（２日目） 

ごはん/豚挽肉、玉ねぎ、人

参、セロリ、生姜、にんにく、

大豆、パセリ、レーズン、菜

種油、小麦粉、トマト缶、醤

油/ほうれん草、ホールコー

ン、白ごま、菜種油、醤油/

パイン缶 

パン/ベーコン、玉ねぎ、人参、

じゃが芋、パセリ、小麦粉、バ

ター、菜種油、ﾁｰｽﾞ、ｽｷﾑﾐﾙｸ、

牛乳、豆乳/ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ(牛肉、豚

肉、玉ねぎ、豚レバー、片栗粉、

パン粉、大豆)、菜種油、ケチ

ャップ/あさり、生姜、醤油、

ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ、きゅうり、人参、菜

種油、味噌、ごま油、白ごま 

ごはん/鶏肉、豆腐、こんに

ゃく、人参、大根、ごぼう、

長ねぎ、菜種油、味噌/鮭、

小麦粉、片栗粉、菜種油、醤

油、生姜/小松菜、白菜、切

りのり、醤油 

ゆでうどん/油揚げ、干し椎

茸、醤油、ほうれん草、長ね

ぎ/じゃがいも、菜種油、青

のり/さくらんぼ 

胚芽米、大麦、焼き豆腐、まぐ

ろ水煮、人参、ごぼう、干し椎

茸、グリンピース、菜種油、醤

油/小松菜、たもぎ茸、玉ねぎ、

味噌/豚肉、小麦粉、鶏卵、パ

ン粉、菜種油 

 

 

★献立名の下に、使用している主な食材を記載しています。 

★調味料は、基本的に、味噌、醤油を記載しています。 

★だしやベースになるスープは、削り節、昆布、煮干し、鶏がら、豚骨、鶏が

らスープ(液体)、豚骨スープ(液体)を使用しています。 

★果物は、入荷状況により変更になることもあります。 

★ししゃもやしらす干しなどの小魚、わかめ等の海産物には、甲殻類が混入し

ている場合があります。 

 

※使用食材等について、ご不明な点がありましたらお問い合わせください。 


