
 なつみかんやグレープ 

 

 

 

 

  桜桃（さくらんぼ）は 

  6 月が旬                                                   鰯（いわし）は6月が旬     

 

 

 

月 火 水 木 金 

  １ ＜１年生校外学習＞ ２ ＜1年生校外学習＞ 

 

ごはん 

ピリカラすきやき 

ほっけのオートミールフライ 

おかかふりかけ 

味噌ラーメン 

大学芋 

果 物 

豚肉 豆腐 醤油 ごま ごま

油 トウバンジャン◆小麦粉 

卵 オートミール（麦）パン粉

◆醤油 ごま 

◆小麦粉 豚肉 醤油 味噌 

ごま ごま油 トウバンジャ

ン◆ごま 醤油 

 

５＜３年生修学旅行＞ ６＜３年生修学旅行＞ ７＜３年生臨時休業日＞ ８＜３年生臨時休業日＞ ９＜３年生臨時休業日＞ 

たけのこごはん 

サケフライ 

ごま和え 

ハヤシライス 

あさりのサラダ 

果 物  

チリドック（せわり

コッペ フランクソ

ーセージ チリソ

ス）    果 物 

アスパラのグラタン 

ごはん 

マーボー豆腐 

ししゃものから揚げ  

おひたし 

パスタミートソース 

ハムコーンサラダ 

カップヨーグルト 

（９０㎎） 

◆米粒麦（大麦） 鶏肉 油揚

げ 醤油◆パン粉 小麦粉◆

ごま 醤油  

◆牛肉 小麦粉 ◆醤油 ごま

油 ごま 

◆小麦粉 スキムミルク 卵 

◆豚肉 小麦粉 バター 豆乳 

スキムミルク チーズ パン粉 

◆フランクフルト（豚肉）  

◆豆腐 豚肉 味噌 醤油 

トウバンジャン ごま油 ◆醤

油 小麦粉 ◆醤油  

◆小麦粉◆豚肉 大豆 小麦

粉 味噌◆ハム（豚肉） 醤油 

ごま油◆ヨーグルト 

１２ １３ １４ １５ １６ 

チキンウィンナーライス 

ちくわチーズつめ揚げ 

フルーツミックス 

札 教 研 

春の集会 

 

豆パン 

あさりのチャウダー 

厚揚げサラダ 

果 物 

かきあげ丼 

味噌汁 

いそ和え 

塩ラーメン 

シナモンポテト 

果 物 

◆米粒麦（大麦） チキンウイ

ンナー（鶏肉 豚レバー 牛

乳） 麦  ◆小麦粉 卵 チー

ズ◆黄桃 

◆小麦粉 卵 スキムミルク 

◆ベーコン（豚肉） 牛乳 バタ

ー 小麦粉 スキムミルク 豆

乳 チーズ◆厚揚げ 醤油 

小麦粉 ごま油 ごま 

◆えび いか 小麦粉 卵 醤

油◆油揚げ 味噌◆醤油 

 

 

◆小麦粉 豚肉 ごま油 ごま 

醤油  

１９ ２０ ２１ ２２ ２３ 

シーフードカレーピラフ 

南瓜コロッケ 

ヨーグルト和え 

鮭ミックス丼 

味噌汁 

果 物 

ツイストパン 

ポーククリームシチュー 

小松菜とベーコンのサラダ 

温州（うんしゅう）みかんゼリー 

ごはん 

けんちん汁 

豚肉のごまあげ 

切り干し大根のサラダ 

きつねうどん 

ごまみそポテト 

果 物 

 

◆米粒麦（大麦） バター ベ

ーコン むきえび いか◆パン

粉 スキムミルク パン粉 小

麦粉◆ヨーグルト 黄桃  

◆鮭 醤油 小麦粉 厚揚げ  

ごま◆油揚げ 味噌 

◆小麦粉 スキムミルク 卵 

◆豚肉 小麦粉 バター 豆乳 

スキムミルク チーズ 牛乳◆

ベーコン 醤油 ごま 

◆豆腐 鶏肉 味噌 ◆豚肉 

小麦粉 ごま◆まぐろ ごま 

みそ 醤油 ごま油  

 

◆小麦粉 油揚げ 鶏肉  醤

油◆ごま 醤油 味噌 

２６ 

とりめし 

さんまのカレー揚げ 

      （２枚） 

もやしのごまサラダ 

 

２７ 

ごはん 

すまし汁 

チキンカツ 

からし和え 

２８ 

横割バンズパン 

イタリアンスープ 

焼ハンバーグ 

スライスチーズ 

果 物 

２９ 

ごはん 

豆腐の中華煮 

いわしごまフライ 

のりの佃煮 

３０ 

冷やしラーメン 

厚あげと野菜の甘辛煮 

果 物 

 

 

 

◆米粒麦（大麦） 鶏肉 醤油

◆醤油 小麦粉◆醤油 味噌 

トウバンジャン ごま  

 

◆豆腐 醤油◆鶏肉 小麦粉 

卵 パン粉◆醤油 

◆小麦粉 卵 スキムミルク 

◆ベーコン マカロニ 醤油◆ 

豚肉  牛肉 パン粉 卵 小

麦粉◆チーズ 

◆豚肉 醤油 豆腐 えび  

醤油 ごま油◆小麦粉 ごま 

醤油  パン粉 卵◆醤油  

 

◆小麦粉 ハム（豚肉） 醤油 

ごま ◆厚揚げ 豚肉 小麦粉 

醤油   

給食だよりには使われている食材を記載しています。 

◎特定原材料（表示義務食品） 

７品 小麦 乳 卵 えび かに 

（そば 落花生は給食にでません）  

◎誘発原材料（表示奨励食品） 

２０品 大豆 豚肉 牛肉 鶏肉 いか 鮭 あわび 

いくら 鯖 くるみ キウイフルーツ 桃 りんご 

バナナ オレンジ 松茸 山芋 ゼラチン カシュー

ナッツ ごま 

給食だより ６月 

平成２９年 札幌市立太平中学校   



6 月４日～10 日は歯と口の健康週間です。（厚生労働省 文部科学省 日本歯科協会）  

日本の平均寿命は男性７８歳 女性８５歳で世界一の長寿大国ですが歯の寿命は５０～６０歳です。 

８０歳まで自分の歯を２０本持つ「８０２０運動」も提唱されています。 

 

 

 

 

 

 

噛むことで,脳の血液循環がよくなり,脳に酸素

や栄養がいきやすくなります。 

また,記憶をつかさどる海馬という場所に多い物

質が噛むことによって増えるのです。 

  

食べ物をよく味わえる 
ようになります。  

よく噛むと,食べ物の情報がきちんと脳

に伝わり,体もその食べ物を吸収利用し

ようと働き出します。それが満腹感につ

ながります。 

 噛むことなく飲みこむように食べると

味わうことができません。満腹感がなく

つい食べ過ぎになってしまうのです。 

  
よく噛むことによって,だ液

が多く分泌され食べ物の消

化を助けます。また,味覚を

敏感にし,歯をじょうぶにす

る成分も含まれています。 
 

だ液中の酵素のはたらきで細菌の毒性

や食べ物の発ガン性を減らす効果があり

ます。 
 さらに,だ液を多く出すことで,消化器官を

成長させたり,皮膚をつくるホルモンが多く

分泌されたりします。 
 

★やわらかい食べ物が大好き 

 かたいものをかむことが苦手になってしまいます。   ★食事中に飲み物をよく飲む 

                                    食べ物をかまずに流し込む原因になります。 
★食事内容が乏しい 

 かむ回数が少なく,栄養素も偏ります。           ★口いっぱいにほうばって食べる 

 食べ物をすぐに飲みこみがちです。 
★食事時間がすごく早い 

 食べ物をよくかまずに食べています。           ★間食が多い 

食事の時に満腹だと口を動かすことが面倒になっています。 


