
エネルギーになる 体をつくる 体の調子を整える

油　てんさい糖 豚肉 玉ねぎ　人参
たもぎ茸　枝豆　白滝

ごま ごぼう　人参　コーン
卵抜きマヨネーズ きゅうり
てんさい糖

ミニトマト

ｋｃａｌ

うどん ご飯

てんさい糖 鶏肉　油あげ 人参　長ねぎ 油　じゃがいも 鶏肉　 生姜　にんにく　枝豆
つと（かまぼこ） 干しいたけ　小松菜 でん粉　米粉 人参　玉ねぎ　トマト

じゃがいも　油 油　てんさい糖 ハム きゅうり　大根　人参
上新粉 ごま わかめ

てんさい糖 きゅうり　人参　生姜 パイン缶
ごま油　ごま

ｋｃａｌ ｋｃａｌ

チキンカレー

ミニハッシュポテト

ごはん

665 パイン缶

和風サラダ

 献　立　名 主な食品

1 水 ご飯

豚すき丼

ごぼうサラダ

632 ミニトマト

2 木 五目うどん

661 きゅうりの華風漬け

3 金 ご飯

毎年６月は、国が定める「食育月間」です。平成17 年に制定された「食育基本法」では、「子どもたちが豊かな人間性

をはぐくみ、生きる力を身に付けていくためには、何よりも『食』が重要である」とした上で、食育を、「生きる上での基本

であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきもの」「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人間を育てる」ことと位置付けています。

１日の生活リズムが整

い、元気に活動するこ

とができます。

食事のマナーや、

コミュニケーショ

ン能力を育みま

す。

買い物や調理体

験を通し、食に対

して興味・関心が

高まります。

おなかがすいて食欲が

わくとともに、肥満予防

やストレス解消に役立ち、

健康な心身を育みます。

伝統的な食文化に

関心を持ち、ふるさ

とを大切に思う心

を育みます。

味覚の幅が広がり、

苦手な食べ物でも

おいしく食べられる

ようになります。

食べ物や自然

の恵み、生産者

への感謝の心

を育みます。

子どものころから薄

味に慣れることで、将

来の生活習慣病予防

につながります。

一緒に食事の支度をする家族みんなで食卓を囲む

朝ごはんを食べる習慣をつける 体を動かす機会をつくる

行事食や郷土料理を取り入れる さまざまな味を経験させる

減塩を心がける 家庭菜園など、農業を体験する機会をつくる

子どものころに身に付いた食習慣を、大人に

なってから改めるのは簡単なことではありませ

ん。生涯にわたって、心身ともに健康で充実し

た生活を送るには、子どものころの食習慣がと

ても重要です。ご家庭でも、できることから

「食育」に取り組んでみませんか？



エネルギーになる 体をつくる 体の調子を整える エネルギーになる 体をつくる 体の調子を整える

春雨　ごま油 豆腐　豚肉 チンゲン菜　人参
わかめ 長ねぎ

パン粉　小麦粉 ほっけ
油

油　てんさい糖 豚肉　鶏肉 玉ねぎ　人参
大豆 干しいたけ

ｋｃａｌ

バターパン ソフトフランス
パン

オリーブ油 大豆　豚肉 人参　玉ねぎ　パセリ 油 鶏肉　チーズ 玉ねぎ　人参
じゃがいも トマト 小麦粉　バター 牛乳　脱脂粉乳 アスパラ
小麦粉 生クリーム
米粉　でん粉 豚肉　鶏肉 玉ねぎ てんさい糖 ウインナー トマト
てんさい糖

てんさい糖 まぐろ水煮 ブロッコリー　コーン 砂糖 豆乳　寒天 りんご果汁　もも果汁
油 玉ねぎ　きゅうり ぶどう果汁　黄桃缶

ｋｃａｌ ｋｃａｌ みかん缶　パイン缶
ご飯 ご飯

じゃがいも 豚肉　豆腐　 人参　大根　玉ねぎ 春雨 鶏肉 白菜　人参　長ねぎ
みそ ごぼう　長ねぎ 干しいたけ　

米粉　でん粉 鶏肉 生姜 小麦粉　パン粉 かれい 玉ねぎ　生姜
油　てんさい糖 米粉　油 にんにく
ごま てんさい糖
油 ひじき　大豆 こんにゃく　人参 ごま油 豚肉 にんにく　筍　玉ねぎ
てんさい糖 さつまあげ てんさい糖 ピーマン

ｋｃａｌ ｋｃａｌ でん粉
ラーメン うどん

油 豚肉　茎わかめ 生姜　にんにく　人参 てんさい糖 鶏肉　油あげ 人参　大根　ごぼう
白菜　もやし　玉ねぎ 干しいたけ　こんにゃく
長ねぎ　筍 長ねぎ

砂糖　油 鶏肉　豚肉 玉ねぎ　りんご果汁 米　砂糖 油あげ
ごま油 牛肉 トマト

ごま　ごま油 小松菜　大根　人参 ごま　油 まぐろ水煮 きゅうり　キャベツ
てんさい糖 てんさい糖 茎わかめ 人参　玉ねぎ

ｋｃａｌ ｋｃａｌ

ご飯 ご飯 わかめ

小麦粉　ごま油 豚肉 キャベツ　玉ねぎ じゃがいも 油あげ　みそ 人参　長ねぎ
でん粉 生姜　白菜　人参　 高野豆腐

長ねぎ　干しいたけ
でん粉　油 たら パン粉　ごま 鶏肉

砂糖

油　てんさい糖 ハム もやし　小松菜　人参 マカロニ ハム きゅうり　玉ねぎ
卵抜きマヨネーズ キャベツ　人参

ｋｃａｌ ｋｃａｌ

油　じゃがいも 豚肉　脱脂粉乳 生姜　にんにく じゃがいも 油あげ　みそ 人参　キャベツ
小麦粉 玉ねぎ　人参　枝豆 玉ねぎ

トマト　
てんさい糖 まぐろ水煮 人参　きゅうり でん粉　砂糖 さば　みそ
油 コーン

ミニトマト てんさい糖 豚肉　高野豆腐 大根　人参
油 さやいんげん　生姜

ｋｃａｌ ｋｃａｌ

ミルクパン 黒糖パン

でん粉　油 鶏肉　豚肉 玉ねぎ　白菜 オリーブ油 鶏肉 人参　玉ねぎ
ごま油　春雨 人参　長ねぎ じゃがいも キャベツ　パセリ

干しいたけ きび粉 にんにく　トマト
じゃがいも　油 鶏肉 玉ねぎ　さやいんげん じゃがいも　油 大豆 玉ねぎ
オリーブ油 にんにく　トマト パン粉　小麦粉

でん粉　砂糖
りんご缶 油 豚肉 コーン　さやいんげん

人参
ｋｃａｌ ｋｃａｌ

ご飯 ご飯

豆腐　油あげ なめこ　長ねぎ
油あげ　みそ 大根　人参　長ねぎ みそ 人参
豆腐　わかめ

パン粉　水あめ 鶏肉 キャベツ　玉ねぎ
砂糖　水あめ さば 生姜 でん粉　油 人参

砂糖
ごま　油 まぐろ水煮 きゅうり　キャベツ

じゃがいも 豚肉 人参　玉ねぎ てんさい糖 海藻 人参　玉ねぎ
油　てんさい糖 こんにゃく 納豆

ｋｃａｌ さやいんげん ｋｃａｌ

冷や麦 ラーメン

てんさい糖 鶏肉　油あげ 人参　干しいたけ　 油 豚肉　わかめ 生姜　にんにく　長ねぎ
つと（かまぼこ） 小松菜　長ねぎ 人参　白菜　もやし

玉ねぎ　エリンギ
じゃがいも　油 じゃがいも　油 パセリ
でん粉　水あめ
てんさい糖　ごま
てんさい糖 ハム 切干大根　きゅうり ミニトマト
油　ごま もやし　人参

ｋｃａｌ ｋｃａｌ

ご飯

てんさい糖　油 豆腐　豚肉 人参　玉ねぎ　小松菜
ごま油　でん粉 筍　生姜　にんにく

小麦粉　でん粉 豚肉 キャベツ　玉ねぎ
砂糖　ごま油 生姜

春雨　ごま油 ハム キャベツ　もやし
てんさい糖 人参　きゅうり

ｋｃａｌ

ポークビーンズ

照焼きハンバーグ

ブロッコリーと
　　ツナのサラダ

野菜塩ラーメン

北広島市学校給食センター

 献　立　名 主な食品  献　立　名 主な食品

20 月 ご飯

フルーツカクテル

8

ほっけフライ

658 カレーそぼろ

7 火 21 火 ソフトフランスパンバターパン

野菜とんこつラーメン

スパイシーポテト

ミニトマト

28 火 黒糖パン

納豆

わかめご飯

油あげと芋のみそ汁

若鶏のごま照り焼き

マカロニサラダ

海藻ツナサラダ

野菜つくね

24 金

ご飯

ハヤシライス 野菜のみそ汁

きゅうりとコーンの
　　　　　　サラダ さばのみそ煮

白菜と肉団子のスープ チキンミネストローネ

鶏肉と野菜のトマト煮 十勝大豆コロッケ

656 ミニトマト 633 大根のそぼろ煮

601 もやしとハムのあえもの 631

13 月 ご飯 ご飯 27 月 ご飯

ご飯

646

油あげと大根みそ汁

さばの生姜煮

654 肉じゃが 621

16 木 にゅうめん

ごまだれいももち

615 切干大根のサラダ

17 金

30 木

600

ご飯

豆腐の中華煮

肉しゅうまい

バンサンスウ

鶏からあげの
　　ごまだれかけ かれいの香味あげ

603 りんご缶 641 コーンソテー

15 水 ご飯 29 水 ご飯

なめこ汁

9 木 23 木 けんちんうどん

ワンタンスープ

たらスパイスあげ

10 金 ご飯

味付け肉団子 いなり寿司

水 ご飯 22 水

14 火 ミルクパン

611 大根のナムル 614 茎わかめサラダ

豆腐とわかめのスープ

アスパラのクリーム煮

ウインナー
 ケチャップソース

643 675

624 ひじきの炒め煮 619 チンジャオロースー

ご飯

豚汁 春雨スープ

今月の平均栄養価

たんぱく質：25.4ｇ 脂質：19.5% 塩分2.5ｇ

◎牛乳は毎日つきます。なお、献立は都合により変更する

ことがありますのでご了承願います。

★食品名が太字になっているものは北広島産です。
★米は全量北広島産を使用しています。

骨に注意

骨まで食べられます

骨に注意

骨まで食べられます

骨まで食べられます

６月４日～10日は「歯と口の健康週間」です。

よくかんで食べると、食べ物の味がよくわかって

おいしく感じられるだけでなく、肥満予防やむし歯

予防につながります。かみごたえのある食べ物を

積極的に取り入れましょう。


