
   
 
 
 
 

平成３０年（２０１８年） ６月 １日 北の沢小学校 真駒内公園小学校給食便り 
 

運動会の練習に打ち込んだ５月も過ぎ、今日から6月が始まります。休み時間のグラウンドでは、子どもたちの楽 
しく遊ぶ姿がよく見られるようになりました。 

さて、6月４日から１０日は「歯と口の健康週間」です。歯は骨と同じくカルシウムからできています。カルシウ
ムを骨に貯めておく力があるのは２０歳くらいまでといわれているため、子どものころからしっかりカルシウムをと
る習慣を身に付けておきたいものです。大人は今貯めてあるカルシウムをなるべく減らさないように、子どもは成長
するために必要なカルシウムを貯めておけるように、毎日の食事にカルシウムの多い食べ物をとりいれてみませんか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

《作り方》 
① ししゃもに酒をふる。 
② ①に小麦粉・かたくり粉を合わせた粉をつけ、油で揚げる。 
③ 鍋にＡの調味料を入れ、加熱する。 
④ ①のししゃもに、③のたれをかけてできあがり。 
 
※ ししゃもを揚げる時に、卵がはじけることがあるので、やけどに 

ご注意ください。 

ししゃもは給食でよく登場する魚の
１つです。家庭では焼いてそのまま食
べますが、給食では油で揚げて調理し
ています。 
カルシウムを多く摂ることができる
料理です。 

〈材料〉（4 人分） 
 
子持ちししゃも 
酒 
小麦粉 
かたくり粉 
揚げ油 
 
  しょうゆ 
  砂糖 
Ａ みりん 

酢 
  水 

骨の成分が続けて失われることで起こる骨の異常が、骨粗しょう症です。骨が折れ
たり、うずいたりするこの病気は、中年以後に多く見られます。カルシウムと深く関
係しており、若いころからの食生活が問題になってきます。カルシウムの多い食べも
のを食べて予防しましょう。 

強い骨を作る
ためには、ど
んな食事をす
るとよいのか
な？ 

カルシウムは、人の体の中で
９９％が骨や歯を作るのに
使われます。残りの１％のカ
ルシウムは・・・。 

・血液をかためる 
・細胞膜を強く保つ 
・筋肉を伸び縮みさせる 
・イライラをしずめる 
・心臓の筋肉を活発に動かす 

残りの１％は、と

ても大切な働きを

しています。 

骨の中のカルシウムは、運動によって増

え、体を動かさないと減ります。 

上手にカルシウムをとるために

は、バランスのよい食事と、適

度な運動が必要だといえます。 

カルシウムの多い食べもの 

１６０ｇ（８本） 
小さじ１ 
大さじ１ 
大さじ１ 
 
 
大さじ２弱 
大さじ１ 
大さじ１強 
少々 
大さじ３ 



月 火 水 木 金 

4 日 5 日 6 日 7 日 8 日 

△◆こまつなピラフ 

△☆★◆ちくわチーズ 

つめあげ 

●もやしのごまサラダ 

 

 

ごはん 

じゃがいものそぼろに 

△☆ほっけカレーあげ 

◇あさりのつくだに 

△ソフトフランスパン 

△◆ポテトグラタン 

●わふうサラダ 

くだもの 

ごはん 

みそけんちんじる 

△☆●さばのソースやき 

しょうがあえ 

△☆しおラーメン 

 

フレンチポテト 

くだもの 

 

胚芽米 大麦 ﾊﾞﾀｰ ﾊﾞﾗﾍﾞｰｺﾝ

(豚肉) にんじん 玉ねぎ に

んにく ｺｰﾝ こまつな 油/ち

くわ ﾁｰｽﾞ 小麦粉 卵 油/ほ

うれん草 もやし ｺｰﾝ にんじ

ん ごま/ 

精白米/豚肉 じゃがいも 玉ね

ぎ にんじん 大豆 切干大根 

さやいんげん しいたけ しょ

うが 油/ほっけ 小麦粉 でん

粉 油/ごぼう にんじん あさ

り しょうが/ 

小麦粉 上新粉 ﾗｰﾄﾞ/ﾊﾞﾗﾍﾞｰｺﾝ(豚肉) 

じゃがいも にんじん 玉ねぎ 油 小

麦粉 ﾊﾞﾀｰ 牛乳 豆乳 ｽｷﾑﾐﾙｸ ﾁｰｽﾞ 

ﾊﾟﾝ粉 ﾊﾟｾﾘ ﾏｯｼｭﾙｰﾑ/大根 きゅうり 

にんじん しらす干し 油 ごま油 ご

ま/くだもの 

精白米/鶏肉 豆腐 つきこんに

ゃく にんじん 大根 ごぼう 

長ねぎ 油/さば しょうが 小

麦粉 でん粉 油 ごま/小松菜 

もやし しょうが/ 

ｿﾌﾄﾗｰﾒﾝ 豚肉 しょうが にん

にく ﾒﾝﾏ つと もやし にん

じん 玉ねぎ 白菜 長ねぎ 

ほうれん草 わかめ/じゃがいも 

油/くだもの 

11 日 12 日 13 日 14 日 15 日 

△ひじきごはん 

 

みそしる 

△★◆ハムとコーンの 

フリッター 

 

ごはん 

△あつあげのカレーソース 

●ナムル 

くだもの 

 

※短縮授業後給食 

 

△★◆せわりコッぺパン 

△むぎいりやさいスープ 

☆くしろさんたらザンギ 

 △スパゲティソテー 

 ★ポテトサラダ 

 

※セレクト給食 

ごはん 

●マーボーどうふ 

△■☆ししゃもの 

からあげ 

いそあえ 

△☆山菜うどん 

 

▲アーモンドポテト 

くだもの 

 

 

胚芽米 大麦 鶏肉 ひじき 

油揚げ しらたき にんじん 

ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ 油/小松菜 厚揚げ 

たもぎたけ/ﾌﾟﾚｽﾊﾑ(豚肉) ｺｰﾝ 

玉ねぎ 小麦粉 牛乳 卵 油/ 

精白米/厚揚げ 豚肉 にんじん 

玉ねぎ さやいんげん しょう

が にんにく 油 小麦粉/ほう

れん草 もやし にんじん ご

ま油 ごま/くだもの 

小麦粉 卵 ｽｷﾑﾐﾙｸ/ﾊﾞﾗﾍﾞｰｺﾝ(豚肉) 

にんじん 玉ねぎ ｷｬﾍﾞﾂ ｾﾛﾘ ﾊﾟｾﾘ 

大麦/たらｻﾞﾝｷﾞ（たら でん粉 しょう

が にんにく）油/ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ ﾊﾞﾗﾍﾞｰｺﾝ(豚

肉) 玉ねぎ にんじん ﾋﾟｰﾏﾝ 油/じ

ゃがいも ﾌﾟﾚｽﾊﾑ(豚肉) きゅうり に

んじん 玉ねぎ ﾏﾖﾈｰｽﾞ/ 

精白米/豆腐 豚肉 にんじん 

長ねぎ しいたけ しょうが 

にんにく 油 ごま油 でん粉/

ｶﾗﾌﾄ子持ちししゃも 小麦粉 

でん粉 油/小松菜 もやし の

り/ 

ｿﾌﾄめん 鶏肉 油揚げ つと 

地竹 ふき わらび たもぎた

け なめこ しいたけ ほうれ

ん草 長ねぎ/じゃがいも ｱｰﾓﾝ

ﾄﾞ 油/くだもの 

18 日 19 日 20 日 21 日 22 日 

△たけのこごはん 

 

みそしる 

△☆★●さけのなんぶ 

あげ 

うんしゅうみかんゼリー 

△●ぶたミックスどん 

 

みそしる 

☆からしあえ 

 
 
※北…5 年宿泊学習 

△★◆くろコッぺパン 

△チリコンカン 

△◇イカフライ 

●ほうれんそうと 

ベーコンのサラダ 
 

※北…5 年宿泊学習 

ごはん 

●ピリからすきやき 

△☆◇あげえびシュウマイ 

くだもの 

 
 
※北…5 年給食なし 

△ゆであげミートソース 

 

△◆ポテトカレーコロッケ 

●こまつなとコーンの 

サラダ 
 
 

胚芽米 大麦 にんじん 地竹 

油揚げ しいたけ ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ 

油/豆腐 わかめ 長ねぎ/鮭 

小麦粉 卵 ごま 油/温州みか

んｼﾞｭｰｽ ｾﾞﾗﾁﾝ/ 

精白米 豚肉 しょうが 小麦

粉 でん粉 油 厚揚げ 玉ね

ぎ たけのこ にんじん ﾋﾟｰﾏﾝ 

ごま/じゃがいも にら/焼きち

くわ 小松菜 ｷｬﾍﾞﾂ/  

小麦粉 卵 ｽｷﾑﾐﾙｸ/豚ひき肉 い

んげんまめ 玉ねぎ じゃがいも 

にんじん ﾄﾏﾄ ﾊﾟｾﾘ ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ 

油/ｲｶﾌﾗｲ（イカ 小麦粉 パン粉 

でん粉）油/ほうれん草 ﾍﾞｰｺﾝ(豚肉) 

もやし ごま 油/ 

精白米/豚肉 焼き豆腐 しらたき 玉ねぎ 

白菜 長ねぎ たもぎたけ しょうが に

んにく りんご ごま 油 ごま油/えびｼｭ

ｰﾏｲ（えび たら 玉ねぎ 豚脂 小麦粉 

でん粉 大豆）油/くだもの 

ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ ｵﾘｰﾌﾞ油 油 ﾊﾟｾﾘ 豚肉 玉

ねぎ にんじん 大豆 ﾏｯｼｭﾙｰﾑ ｾﾛﾘ 

にんにく 小麦粉/ﾎﾟﾃﾄｶﾚｰｺﾛｯｹ（じゃが

いも 豚肉 玉ねぎ 牛乳 小麦粉 ﾊﾟ

ﾝ粉）油/小松菜 ｺｰﾝ ごま 油/ 

25 日 26 日 27 日 28 日 29 日 

△◆◇シーフードピラフ 

★とうふナゲット 

ケチャップソース 

◆フルーツサワー 

 

△チキンカレー 

 

●☆だいこんｻﾗﾀﾞ 

ミニトマト 

 

△★◆ロールパン 

△◆ホワイトポークシチュー 

△◇●あさりのカリッ 

とサラダ 

くだもの 

ごはん 

△★チンツァイワンズタン 

△☆さんまたつたあげ 

●たたききゅうり 

△●ひやしラーメン 

 

きなこポテト 

くだもの 

 

胚芽米 大麦 ﾊﾞﾀｰ ﾊﾞﾗﾍﾞｰｺﾝ(豚

肉) えび あさり いか 玉ねぎ 

にんじん ﾏｯｼｭﾙｰﾑ ﾊﾟｾﾘ 油/焼き

豆腐 鶏肉 玉ねぎ 卵 でん粉 

油/みかん缶 黄桃缶 ﾊﾟｲﾝ缶 な

し缶 なつみかん缶 ﾖｰｸﾞﾙﾄ/ 

精白米 鶏肉 じゃがいも に

んじん 玉ねぎ ｾﾛﾘ りんご 

しょうが にんにく ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ 

小麦粉 油/大根 まぐろ水煮 

きゅうり にんじん ごま油 

ごま/ミニトマト/ 

小麦粉 卵 ｽｷﾑﾐﾙｸ/豚肉 じゃが

いも 玉ねぎ にんじん ﾊﾟｾﾘ 油 

小麦粉 ﾊﾞﾀｰ 牛乳 豆乳 ﾁｰｽﾞ 

ｽｷﾑﾐﾙｸ/あさり しょうが 小麦粉 

でん粉 油 きゅうり ｷｬﾍﾞﾂ に

んじん ごま油 ごま/くだもの 

精白米/豚肉 焼き豆腐 ﾊﾟﾝ粉 

しょうが 卵 でん粉 ﾁﾝｹﾞﾝ菜 

きくらげ/さんま しょうが 小

麦粉 でん粉 油/きゅうり ご

ま油 ごま/ 

ｿﾌﾄﾗｰﾒﾝ ﾌﾟﾚｽﾊﾑ(豚肉) もやし 

きゅうり ｺｰﾝ にんじん ごま 

ごま油/じゃがいも きなこ 油

/くだもの 

 
※牛乳が毎日２００ｍｌつきます。 

★は卵使用献立、☆は魚を含む献立、◆は牛乳・乳製品使用献立、◇はえび・いか・あさり・かに使用献立、 
●はごま・ごま油使用献立、▲はナッツ使用献立、■は魚卵使用献立、△は小麦・大麦使用献立です。 

 
 


