
『世界から注目されている日本型食生活』
日本型食生活は、日本の気候風土に適した米を中心に水産物、畜産物、野菜などをバランスよ

く取り入れた食事です。

日本各地で生産される農産物、水産物を使った料理は各地で古くから育まれてきた日本の食文

化を伝えることができるものでもあります。

しかし、最近の日本では、この日本型食生活が崩れてきています。お米

の消費が減少し反対に脂質が増加し、栄養のバランスが悪くなってい

るからです。そのため、肥満や糖尿病などの生活習慣病になる人、な

りそうな人（予備軍）が増えて問題となっています。

肉食中心の欧米の食事は、オリンピックの成績をみても分かるよう

に、体力や筋力をつけ、大きな体型をつくる面ではよいのですが、一

方で、高脂肪・高コレステロールによる障害がでてきます。

日本型食生活で健康に過ごしましょう。

～日本型食生活の良いところ～

１０・鍋物や茶碗蒸し以外は熱すぎる料理がほと
んどないので、口内、食道、胃などの粘膜保護
になる。

９・漬物、梅干、らっきょうなどいろいろ
な保存食品があり、酵素類も多くとってい
る。

４・焼き魚には大根おろしというように、
きまった食品の組み合わせが多く、調理
上、栄養上も効果的である。

７・便通をよくする、ごぼう、こんに
ゃくなどの食物繊維を意識的にとって
いる。

８・料理法にも工夫がなされ、水に
さらす、ゆでこぼすなどのあく抜き
がなされている。

５・毎食、海、山、川などから多種類の
食べ物を取り入れ、旬のものを楽しむ。

６・米と豆類の組み合わせでたん
ぱく質を効率よくとっている。

３・動物性ラードなどはあまり使わ
ず、脂肪の多い魚や肉は、蒸す、焼
くなどの油抜き調理法がなされてい
る。

２・魚を多く食べる。特に青身の魚の脂肪は、コ
レステロールが血管につくのを抑えたり脳の働き
を良くしたりします。

１・ごはんとおかずを交互に食べる習慣が
ありたんぱく質、脂肪のとりすぎを自然に
セーブしている。

今年の秋は、暖かい日があったり、寒い日があったりと気温差があるので、
風邪をひいたり体調を崩している人も多いのではないでしょうか。
また、インフルエンザの時期にもなりました。予防のために、うがいや手洗
いを心がけ、栄養のバランスのとれた食事で元気に過ごしましょう。
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月 火 水 木 金
4日 5日 6日 7日 8日

みそラーメン
シナモンポテト
くだもの

とりごぼうごはん
さばのソース焼き
小松菜ともやしのからし和
え

ごはん
◎肉みそおでん
鶏肉の照り焼き
くだもの

◎★横割りバンズ
★オニオンポタージュ
◎イカバーグ
くだもの
★スライスチーズ
照り焼きソース

ｿﾌﾄﾗｰﾒﾝ　豚肉　しょうが　にん
にく　玉ねぎ　にんじん　ごま
もやし　長ねぎ　ほうれん草　ﾒ
ﾝﾏ　くきわかめ/さつま芋/柿/

胚芽米　大麦　鶏肉　豆腐
しょうが　ごぼう　人参　油揚
げ　ごま/さば　生姜/小松菜
もやし　ちくわ/

精白米/豆腐入りかまぼこ　さつ
ま揚げ　うずら卵　がんも　こ
んにゃく　人参　大根　ふき
鶏ひき肉　ごま　昆布/鶏肉
しょうが　ごま/りんご/

小麦粉　卵　ｽｷﾑﾐﾙｸ /ﾍﾞｰｺﾝ
じゃがいも　玉ねぎ　ﾊﾟｾﾘ　小
麦粉　ﾊﾞﾀ ｰ　牛乳　豆乳　ｽｷﾑﾐ
ﾙｸ　ﾁｰｽﾞ /いか　たらすり身　玉
ねぎ　卵白/みかん/ﾁｰｽﾞ /

11日 12日 13日 14日 15日
肉炒め丼（厚揚げ・小松
菜）
みそ汁
くだもの

◎◆たぬきうどん（えび入
り）
★チーズポテト
くだもの

焼豚チャーハン
★白花豆コロッケ
★ヨーグルト和え

ごはん
石狩鍋
豚肉のバーベキューソー
ス
小松菜ともやしの磯和え

◎★せわりコッぺパン
★白菜と肉ﾎﾞｰﾙのｸﾘｰﾑ煮
たらフライ
パイン缶
チリソース

精白米　豚肉　ﾒﾝﾏ　人参　もや
し　小松菜　厚揚げ　小麦粉
玉ねぎ　りんご　しょうが　に
んにく　ごま/じゃがいも　わか
め　玉ねぎ/りんご/

ｿﾌﾄめん　桜えび　かたくちいわ
し　あさり　人参　春菊　ごぼ
う　切干大根　ひじき　小麦粉
卵　鶏肉　つと　ほうれん草
長ねぎ　たもぎたけ　しいたけ/
じゃが芋　ﾊﾞﾀ ｰ　ﾁｰｽﾞ　牛乳 /
みかん/

胚芽米　大麦　豚肉　長ねぎ
生姜　にんにく　人参　玉ねぎ
ｺｰﾝ　しいたけ　ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ　ごま
油/白花豆　じゃがいも　ﾊﾞﾀ ｰ
ｽｷﾑﾐﾙｸ　パン粉　米粉　小麦粉
/みかん缶　黄桃」缶　ﾊﾟｲﾝ缶
なし缶　ﾖｰｸﾞﾙﾄ /

精白米/鮭　豆腐　ｷｬﾍﾞﾂ　人参
玉ねぎ　つきこんにゃく　しめ
じ　長ねぎ/豚肉　小麦粉　しょ
うが　にんにく　玉ねぎ/小松菜
もやし　のり/

小麦粉　卵　ｽｷﾑﾐﾙｸ /豚肉　す
りみ　豆腐　玉ねぎ　白菜　人
参　ﾏｯｼｭﾙｰﾑ　ﾊﾟｾﾘ　小麦粉　ﾊﾞ
ﾀ ｰ　ﾁｰｽﾞ　ｽｷﾑﾐﾙｸ　牛乳　豆乳
/たら　小麦粉　ﾊﾟﾝ粉/パイン/
ケチャップ　中濃ソース　玉ね
ぎ　トマト/

18日 19日 20日 21日 22日
関西風きつねうどん
◎★たこやき風天ぷら
くだもの

★◆シーフードカレーピラ
フ
レバーいりメンチカツ
小松菜としめじのサラダ
中濃ソース

ごはん
ピリからすき焼き
揚げひじきぎょうざ
あさりの佃煮

◎★ロールパン
玄米入り野菜スープ
◎★アメリカンドック
くだもの

ｿﾌﾄめん　油揚げ　鶏肉　つと
しいたけ　長ねぎ　ほうれんそ
う/豆腐入りかまぼこ　小麦粉
卵　牛乳　糸かつお　青のり/み
かん/

胚芽米　大麦　ﾊﾞﾀ ｰ　ﾍﾞｰｺﾝ　え
び　あさり　いか　人参　玉ね
ぎ　ﾏｯｼｭﾙｰﾑ　ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ/牛肉
豚肉　玉ねぎ　豚レバー　パン
粉/ﾊﾑ（豚肉　卵）　小松菜　ｺｰ
ﾝ　しめじ　ごま/

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　ごま　にんにく
しょうが　りんご/豚肉　鶏肉
ｷｬﾍﾞﾂ　ひじき　長ねぎ　小麦粉
豚脂　ごま油　しょうが　しい
たけ　ｵｲｽﾀｰｿｰｽ/ごぼう　にんじ
ん　あさり　生姜　水あめ/

小麦粉　卵　ｽｷﾑﾐﾙｸ /ﾍﾞｰｺﾝ　人
参　玉ねぎ　ｷｬﾍﾞﾂ　ｾﾛﾘ　ﾊﾟｾﾘ
玄米/フランクフルト（豚肉　水
あめ　卵）　小麦粉　卵　牛乳
/りんご/

25日 26日 27日 28日 29日
カレーライス
ほうれん草とベーコンの
サラダ

★パスタクリームソース
あさりのサラダ
温州（うんしゅう）みかん
ゼリー

中華おこわ
さんまのみぞれかけ
ほうれん草ともやしのご
ま和え

◎とり天丼
みそ汁
くだもの

◎★くろコッぺパン
★チキングラタン
厚揚げｻﾗﾀﾞ
くだもの

精白米　豚肉　じゃがいも　人
参　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/ほうれん草　ﾍﾞｰｺﾝ　もや
し　ごま/

ｿﾌﾄﾊﾟｽﾀ　ﾍﾞｰｺﾝ　小松菜　玉ね
ぎ　たもぎ　小麦粉　ﾊﾞﾀ ｰ　ﾁｰ
ｽﾞ　牛乳　ｽｷﾑﾐﾙｸ　豆乳/あさ
り　しょうが　きゅうり　ｷｬﾍﾞﾂ
人参　ごま/温州みかん果汁/

胚芽米　もち米　豚肉　しょう
が　しいたけ　きくらげ　たけ
のこ　ﾒﾝﾏ　人参　くり　ｸﾞﾘﾝ
ﾋﾟｰｽ/さんま　小麦粉　大根　生
姜/ほうれん草　もやし　ごま/

精白米/（とり天）鶏肉　生姜
にんにく　卵　小麦粉/油揚げ
小松菜　えのきだけ/みかん/

小麦粉　卵　ｽｷﾑﾐﾙｸ /鶏肉　ﾏｶﾛ
ﾆ　人参　玉ねぎ　小麦粉　牛乳
豆乳　ｽｷﾑﾐﾙｸ　ﾁｰｽﾞ　パン粉
ﾊﾟｾﾘ/厚揚げ　生姜　小麦粉　ｷｬ
ﾍﾞﾂ　きゅうり　人参　ごま/柿/

市立札幌豊明高等支援学校

11月のよていこんだて

１９日は世界の料理 「大阪府」です。

うどんは、昆布や削り節でおいしい出汁をとり、

色の薄い醤油で味をととのえています。澄んだ汁が関

西風の特徴です。味をしみこませた油揚げをのせて食

べます。給食のたこ焼きは、豆腐が入ったかまぼこに衣

をつけて油で揚げ、特製のソース、青のり、鰹節をかけ

て、たこ焼きのような天ぷらを作ります。

豊 明 祭

振 替 休 業 日

※牛乳（２００ｍｌ）は毎日つきます。

※献立の印は◎・・・卵 ★・・・乳製品 ◆えび △アーモンド

が含まれている献立です。

※天候や入荷状況により献立や食材、果物は連絡なく変更する場合

があります。

※しらすなどの小魚やししゃも、海藻などは、小さなかに・えびな

どの甲殻類や貝殻などが混入している場合があります。

文 化 の 日

振 替 休 業

文 化 の 日

振 替 休 業


