
札幌市では、もっと野菜を食べる習慣

強化月間としています。

また、９月の食生活改善普及月間は

を促進するために厚生労働省が主体

野菜」を重点目標に掲げています。

生活習慣病を予防するためには、成人

人一日の平均野菜摂取量は２８０ｇです

には、生活習慣病を予防する上で欠かせない

も、健康づくりや生活習慣病予防のために

厚揚げ １丁

しょうが 少々

しょうゆ 小さじ１

酒 小さじ１/２

小麦粉 大さじ１

片栗粉 小さじ１

揚げ油

きゃべつ

きゅうり

にんじん

しょうゆ

砂糖

酢
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白ごま
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植物性

平成
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習慣を持ってほしいと『健康さっぽろ２１』推進の一環

は、国民一人ひとりが改めて食生活改善の重要性

主体となって毎年９月に実施されています。今年度

。

成人で一日３５０ｇ以上の野菜を食べたほうがよいとされています

です。あと＋７０ｇ、野菜料理を一皿増やすと

かせない食物繊維やビタミン、ミネラルなどが含

のために毎日の食事に積極的に野菜を取り入れてみてください

野菜７０ｇは？

きゅうり・・・約２／

トマト・・・約１／２個分

ほうれん草・・・約

火を通すと野菜

やすくなります

プや煮物、温野菜

食事に取り入れて

① 厚揚げは１ｃｍの角切り、しょうがはすりおろしておく

② 厚揚げにＡの下味をつけてから

合わせた粉をつけて油で揚

③ きゃべつ・にんじんはせん

してさっとゆでて水で冷まし

④ 調味料を合わせてドレッシングを

とよく混ぜ合わせてできあがり

葉２枚

１/３本

１/４本

大さじ２/３

小さじ１

大さじ１/２

少々

少々

小さじ２

植物性たんぱく質が多く含まれる大豆が原料の厚揚

平成２７年８月２４日

札幌市立陵陽中学校

一環として８月を野菜摂取

重要性を考え、日常生活での実践

今年度は「毎日プラス一皿の

べたほうがよいとされています。日本

やすと３５０ｇに近づきます。野菜

含まれています。ご家庭で

れてみてください。

？

／３本分

個分

約２株分

野菜のかさが減って量をとり

ます。生野菜だけでなく、スー

温野菜サラダなども家庭の

れてみてください。

しょうがはすりおろしておく。

をつけてから、小麦粉・片栗粉を

揚げる。

きゃべつ・にんじんはせん切り、きゅうりは輪切りに

まし、水気を切っておく。

わせてドレッシングを作り、①・②・白ごま

わせてできあがり。

厚揚げをサラダに使っています。
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豆パン

かぼちゃのグラタン

あさりのサラダ

くだもの

ハヤシライス

ほうれんそうと

コーンのサラダ

くだもの

五目うどん

ごまポテト

枝豆

豆パン/かぼちゃ・ベーコン・マカロニ・

たまねぎ・牛乳・豆乳・チーズ・粉チー

ズ・パセリ/あさり・しょうが・きゅうり・

きゃべつ・にんじん・白ごま/梨

白飯・牛肉・たまねぎ・にんじん・たけの

こ・セロリ・しょうが・にんにく・グリン

ピース・ホールトマト/ほうれんそう・ハ

ム・ホールコーン・白ごま/パイン缶詰

ソフトめん・鶏肉・油揚げ・つと・にんじ

ん・ほうれんそう・ごぼう・長ねぎ・干

ししいたけ・たもぎたけ/じゃがいも・

白すりごま/枝豆

敬老の日 国民の休日 秋分の日

レタス入り焼豚チャーハン

ちくわチーズつめ揚げ

中華サラダ

かき揚げ丼

味噌汁

ごまだんご

胚芽精米・大麦・豚肉・長ねぎ・しょうが・に

んにく・にんじん・たまねぎ・ホールコーン・

干ししいたけ・レタス/白ちくわ・チーズ・卵

/ハム・春雨・きゅうり・もやし・にんじん・白

ごま

白飯・えび・いか・あさり・桜えび・しら

す干し・たまねぎ・にんじん・ごぼう・春

菊・ひじき・切干大根・卵/豆腐・塩わか

め・長ねぎ/白玉もち・黒すりごま

背割コッペ/あさり・ベーコン・じゃがいも・

たまねぎ・にんじん・パセリ・牛乳・豆乳・

チーズ/ポークフランク・たまねぎ/大根・ツ

ナ・きゅうり・にんじん・白ごま

白飯/豆腐・豚肉・ピーマン・長ねぎ・に

んじん・たけのこ・しょうが・にんにく/カ

ラフト子持ちししゃも/ハム・ほうれん

そう・もやし・にんじん・白ごま

ソフトパスタ・豚ひき肉・大豆水煮・たまね

ぎ・にんじん・セロリ・しょうが・にんにく・パ

セリ・ホールトマト/厚揚げ・しょうが・きゃべ

つ・きゅうり・にんじん・白ごま/オレンジＣゼ

リー（既製品）

胚芽精米・大麦・豚肉・しょうが・干ししいた

け・きくらげ・たけのこ・にんじん・栗・メンマ・

グリンピース/いわし・しょうが・卵・白ごま・

黒ごま/みかん缶詰・パイン缶詰・黄桃缶

詰・梨缶詰・なつみかん缶詰

白飯・鶏肉・しょうが・厚揚げ・にんじん・

たけのこ・たまねぎ・ピーマン・にんに

く/豆腐・なめこ・長ねぎ/小松菜・も

やし・糸かつお
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背割コッペ

あさりのチャウダー

焼きフランク

大根サラダ

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

ナムル

パスタミートソース

厚揚げサラダ

オレンジＣゼリー

中華おこわ

いわしごまフライ

フルーツミックス

ピリカラチキン丼

味噌汁

おひたし

横割バンズ

カレークリームシチュー

フィッシュバーガー

小松菜サラダ

ごはん

ワカメスープ

春巻き

マーボーなす

冷やしラーメン

鮭とナッツのソテー

くだもの

ラム肉のピラフ

はんぺんチーズフライ

サイコロサラダ

ごはん

白菜と肉ボールのスープ

さんまスパイス揚げ

からし和え

横割バンズ/豚肉・セロリ・じゃがいも・

たまねぎ・にんじん・パセリ・牛乳・豆

乳・チーズ/たらフライ（既製品）/小

松菜・ハム・春雨・ひじき

白飯/塩わかめ・豆腐・干ししいたけ・

長ねぎ・白ごま/春巻き（既製品）/な

す・豚ひき肉・にんじん・長ねぎ・干しし

いたけ・しょうが・にんにく

ソフトラーメン・ハム・もやし・きゅうり・

にんじん・白ごま/鮭・しょうが・じゃが

いも・カシューナッツ・ピーマン/冷凍

みかん

胚芽精米・大麦・ラム肉・にんにく・たま

ねぎ・にんじん・ピーマン・赤ピーマン・

黄ピーマン/はんぺん・粉チーズ・卵/

ハム・にんじん・きゅうり・ホールコーン

白飯/豚ひき肉・すりみ・焼き豆腐・しょう

が・白菜・にんじん・干ししいたけ・ほうれん

そう・長ねぎ/さんま・しょうが・にんにく/

焼きちくわ・小松菜・きゃべつ

かぼちゃパン/鶏肉・じゃがいも・たま

ねぎ・にんじん・パセリ・牛乳・豆乳・

チーズ/あさり・しょうが・きゅうり・きゃ

べつ・にんじん・白ごま/すいか

白飯/豆腐・豚ひき肉・しょうが・にんに

く・にんじん・長ねぎ・干ししいたけ/カ

ラフト子持ちししゃも/ほうれんそう・

白菜・しょうが

白飯/ワンタン皮・豚肉・しょうが・にん

にく・メンマ・にんじん・たまねぎ・もや

し・長ねぎ・ほうれんそう/ほっけ・卵/

小松菜・白菜・切りのり

7 8 9 10 11

31 1 2 3 4

かぼちゃパン

チキンクリームシチュー

あさりのカリッとサラダ

くだもの

ごはん

マーボー豆腐

ししゃものから揚げ

しょうが和え
陸上競技大会 開校記念日

ごはん

味噌ワンタンスープ

ほっけフライ

磯和え

始業式

ごはん

ピリカラすき焼き

揚げえびシュウマイ

のりの佃煮

冷やしたぬきうどん

チーズポテト

くだもの

とりめし

鮭の南部揚げ

あげ入りおひたし

夏野菜カレー

たたききゅうり

くだもの

白飯/豚肉・焼き豆腐・しらたき・たまねぎ・

白菜・長ねぎ・たもぎたけ・しょうが・にんに

く・りんご・白すりごま/えびシュウマイ（既

製品）/もみのり・ひじき

ソフトめん・あさり・かたくちいわし・桜え

び・にんじん・春菊・ごぼう・切干大根・ひじ

き・卵・つと・ほうれんそう・長ねぎ・干しし

いたけ/じゃがいも・チーズ・牛乳/メロン

胚芽精米・大麦・鶏肉・しょうが・たまね

ぎ/鮭・卵・白ごま・黒ごま/油揚げ・ほ

うれんそう・白菜

白飯・豚肉・たまねぎ・かぼちゃ・にんじ

ん・なす・さやいんげん・ぶなしめじ・セ

ロリ・りんご・しょうが・にんにく/きゅう

り・白ごま/冷凍みかん

月 火 水 木 金

24 25 26 27 28

・牛乳は毎日つきます。

・献立名の下に、主に使用している食材名を記載します。調味料・香味野菜等は記載していません。

・青果物は変更する可能性があります。

・わかめ、冷凍あさり等の海産物には、小さなかに、えび、貝殻が混入している場合があります。

４日（金） 特別支援学級レインボーピック

７日（月） 特別支援学級レインボーピック予備日


