
平成２９年８月３１日
札幌市立平岡中央小学校
札幌市立北野小学校

きゅうしょく

食生活改善普及運動とは、健康寿命をのばすため、「食事をおいしく、

バランスよく」を基本テーマに、食生活を見直し、改善に向けての取組

を、日常生活で実践することを促す全国的な運動です。

材料（２人分）

鶏胸肉（皮なし）１枚（200ｇ） オリーブ油 大さじ１と1/2
酒 小さじ１と1/2 粒マスタード 大さじ1
きゅうり １本 レモン汁 小さじ1
セロリの茎 １/３本 塩 ひとつまみ

こしょう 少々

作 り 方

①鶏肉は耐熱容器にのせて酒をからめ、ふんわりとラップをかけて、
電子レンジで3～4分加熱し、そのまま粗熱をとり、食べやすく裂く。

②きゅうりは、包丁の背でたたいてひびを入れてから、長さ4～5㎝に
切り、手で割る。セロリは、筋を取り、縦に薄切りにして、2～3分
冷水にさらして水分をきる。

③ボールに、オリーブ油、粒マスタード、レモン汁、塩、こしょうを
混ぜ合わせる。ここに、鶏肉と野菜を加えて和え、器に盛る。

この料理のように、柑橘
果汁など、酸味を上手に
使うと塩味を引き立て、塩
分を控えることができます。
また、カレー粉やマスター

ドなどの香辛料の使用に
よって、薄味を気にせず、お
いしく食べることができま
す。

「健康日本２１(第二次)」における栄養・食生活の重点目標

◎主食・主菜・副菜を組み合わせた食事が１日２回以上の日がほぼ毎日である者の
増加

◎野菜摂取量の増加 毎日プラス一皿の野菜
◎食塩摂取量の減少 おいしく減塩 １日マイナス２ｇ
◎牛乳・乳製品の摂取習慣の定着 毎日のくらしにwithミルク

健康日本２１ とは？
「２１世紀における国民健康づくり運動」のことです。

健康で長生きをするために、具体的な目標を示して、健康に関するすべての関係機関、

団体をはじめ、国民が一体となって健康づくりを進め、意識の向上と取組を促すことを

目的としています。



９月予定献立                           ＊牛乳は毎日つきます 
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１日   

ラム肉のピラフ 

さんまのスパイス揚げ 

コールスローサラダ 

アイスクリーム 

胚芽米、大麦、バター、ラム

肉、にんにく、玉ねぎ、人参、

ﾏｯｼｭﾙｰﾑ、ピーマン、赤ピー

マン、黄ピーマン、菜種油/

さんま、生姜、にんにく、醤

油、片栗粉、小麦粉、ｶﾚｰ粉、

ﾁﾘﾊﾟｳﾀﾞｰ、菜種油/キャベツ、

人参、ﾎｰﾙｺｰﾝ、菜種油/ｱｲｽ

（牛乳、生ｸﾘｰﾑ、ﾊﾞﾀｰ、ｽｷﾑ

ﾐﾙｸ、水あめ） 

４日  

厚揚げ入り肉炒め丼 

味噌汁 

たたききゅうり 

５日 ロールパン 

レタス入りミネストローネ 

白身魚のクラッカー揚げ 

果物 

 

６日 ごはん 

和風そぼろ 

味噌汁 

ちくわの磯辺揚げ 

７日 

ﾐｰﾄとｽﾞｯｷｰﾆのパスタ 

ほうれん草とコーンのサラダ 

８日 

たきこみいなり 

すまし汁 

さばの香味揚げ 

ごはん/豚肉、メンマ、人

参、菜種油、もやし、小松

菜、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/

大根、油揚げ、味噌/きゅ

うり、醤油、ごま油、白ご

ま 

パン/ベーコン、じゃが芋、

玉ねぎ、人参、レタス、マ

カロニ、トマト缶、セロリ、 

醤油/たら、小麦粉、鶏卵、

ソーダクラッカー、パン

粉、菜種油/冷凍みかん 

ごはん/鶏挽肉、焼き豆腐、

切り干し大根、干し椎茸、

ひじき、白ごま、生姜、菜

種油、味噌、醤油、ごぼう、

人参/厚揚げ、小松菜、た

もぎ茸、味噌/ちくわ、小

麦粉、鶏卵、青のり、菜種

油 

ゆでパスタ/豚挽肉、玉ね

ぎ、人参、大豆、ﾏｯｼｭﾙｰﾑ、

ｾﾛﾘ、にんにく、菜種油、

ｽﾞｯｷｰﾆ、小麦粉、トマト

缶、トマトピューレ、デ

ミグラスソース、醤油/ほ

うれん草、ホールコーン、

白ごま、菜種油、醤油 

胚芽米、大麦、油揚げ、人

参、干し椎茸、ひじき、醤

油、白ごま、手巻きのり/

豆腐、わかめ、干し椎茸、

長ねぎ、醤油/さば、生姜、

にんにく、醤油、片栗粉、

小麦粉、菜種油 

１１日  
かき揚げ丼(えび入り) 

味噌汁 

おひたし 

１２日 背割りコッペ 

みだくさんスープ 

たこ焼き風天ぷら 

とうもろこし 

いちごジャム 

１３日 ごはん 

豆腐のｵｲｽﾀｰｿｰｽ煮 

ししゃものピリカラ揚げ

切り干し大根のナムル 

ナムル 

１４日  

冷や麦 

ごまポテト 

果物 

１５日  

ビビンバ 

野菜コロッケ 

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/小

松菜、もやし、糸かつお、

醤油 

パン/豚肉、人参、レタス、

たけのこ、ほうれん草、干

し椎茸、菜種油、醤油/豆

腐かまぼこ（たら、豆腐、

片栗粉）、小麦粉、鶏卵、

菜種油、糸かつお、青のり

/とうもろこし/ｼﾞｬﾑ（水あ

め、いちご） 

パン粉はん ごはん／豆腐、豚肉、ﾋﾟｰﾏ

ﾝ、玉ねぎ、長ねぎ、人参、

生姜、にんにく、菜種油、

醤油、ｵｲｽﾀｰｿｰｽ、片栗粉/

子持ちカラフトししゃも、

片栗粉、小麦粉、菜種油、

醤油/切り干し大根、ほう

れん草、人参、白ごま、醤

油、ごま油 

パン/ﾍﾞｰｺﾝ、ゆで冷や麦/油揚げ、干

し椎茸、つと、きゅうり、

長ねぎ、醤油/じゃが芋、

菜種油、白すりごま/梨 

胚芽米、大麦、醤油、豚挽肉、

焼き豆腐、メンマ、長ねぎ、生

姜、にんにく、菜種油、ごま油、

人参、ほうれん草、もやし、白

ごま/ｺﾛｯｹ（じゃが芋、豚肉、

玉ねぎ、ﾎｰﾙｺｰﾝ、人参、グリン

ピース、ｽｷﾑﾐﾙｸ、植物油脂、醤

油、小麦粉、ﾊﾟﾝ粉、白ごま）、

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 

１８日 

 

敬老の日 

１９日 かぼちゃパン 

ベーコンシチュー 

あさりのカリッとサラダ 

果物  

２０日 ごはん 

スープカレー 

ヨーグルト和え 

２１日 

しょうゆラーメン 

ポテトグラッセ 

果物  

２２日  

鮭ごはん 

きのこ汁 

豚肉のごま揚げ 

パン、/ﾍﾞｰｺﾝ、じゃが芋、

玉ねぎ、人参、ﾊﾟｾﾘ、小麦

粉、ﾊﾞﾀｰ、菜種油、牛乳、

豆乳、ﾁｰｽﾞ、ｽｷﾑﾐﾙｸ/あさ

り、生姜、醤油、小麦粉、

片栗粉、菜種油、きゅうり、

ｷｬﾍﾞﾂ、人参、ごま油、白

ごま/巨峰 

ごはん/鶏肉、にんにく、オ

リーブ油、じゃが芋、菜種油、

かぼちゃ、さやいんげん、ぶ

なしめじ、玉ねぎ、ｾﾛﾘ、り

んご、生姜、にんにく、トマ

ト缶、醤油/みかん缶、パイ

ン缶、黄桃缶、洋梨缶、夏み

かん缶、ヨーグルト 

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、ﾊﾞﾀｰ、

牛乳、醤油/りんご 

胚芽米、大麦、鮭、醤油、炊

き込みわかめ、白ごま/ぶな

しめじ、えのき茸、なめこ、

人参、大根、ごぼう、長ねぎ、

油揚げ、味噌/豚肉、醤油、

生姜、にんにく、小麦粉、片

栗粉、白ごま、菜種油 

２５日  

豚ミックス丼 

味噌汁 

果物 

２６日 背割りコッペ 

あさりのチャウダー 

チリドック 

果物 

２７日 ごはん 

さつま汁 

さんまの煮付け 

磯和え 

２８日 

五目うどん 

ごまだんご 

枝豆 

２９日 

エスカロップ 

小松菜とベーコンのサラダ 

ごはん/豚肉、醤油、生姜、

片栗粉、小麦粉、菜種油、

厚揚げ、玉ねぎ、たけのこ、

人参、ピーマン、白ごま/

あさり、ごぼう、小松菜、

長ねぎ、味噌/

巨峰 

パン/あさり、ﾍﾞｰｺﾝ、じゃ

が芋、玉ねぎ、人参、パセ

リ、小麦粉、ﾊﾞﾀｰ、菜種油、

牛乳、豆乳、ｽｷﾑﾐﾙｸ、ﾁｰｽﾞ

/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、ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ、

ﾁﾘﾊﾟｳﾀﾞｰ/パイン缶 

ごはん/豚肉、さつま芋、

豆腐、こんにゃく、人参、

大根、ごぼう、長ねぎ、菜

種油、味噌/さんま、生姜、

醤油/ほうれん草、白菜、

切りのり、 

醤油 

ゆでうどん/鶏肉、油揚

げ、つと、人参、ほうれ

ん草、ごぼう、長ねぎ、

干し椎茸、たもぎ茸、醤

油/白玉もち、黒すりご

ま/枝豆 

胚芽米、大麦、バター、パ

セリ、たけのこ、醤油/豚

肉、小麦粉、鶏卵、パン粉、

菜種油、玉ねぎ、人参、生

姜、にんにく、ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ、

ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ、醤油/ﾍﾞｰｺﾝ、

小松菜、もやし、醤油、菜

種油、白ごま 
 

★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。 

１３日（水）北野小 ふれあい遠足 

１４日（木）北野小 ３年生現地学習 

栄養教諭を目指して 

 
藤女子大学からの栄養教育実 

習生２名が、給食管理や指導の実

際を学んでいます。 

子どもたちとのふれあいの中か

ら、学校給食や栄養教育の果たす

役割などを、できるだけ多く吸収し

ていってほしいと感じています。 

 

 


