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学校生活にもなれてきて、今までの緊張がやわらぐ頃です。疲れも出て
きやすいので、十分な休養とビタミン豊富な食事を心がけましょう。また、
連休中に体調をくずさないように”三度の食事”をしっかりとりましょう。

体
温

左のグラフは、朝食を食べたときと食べないと
きの体温をあらわしています。
朝食を食べないと 24 時間を通じて、体温が低
いままです。そのため冬眠状態の動物と同じよう
な体で一日を過ごすことになります。

朝食の有無と１日の体温

朝食抜き

「朝ごはんを食べる」ということは、朝、食事を
するかどうかではなく、早寝早起きなどの生活習
慣ができているかどうかに関わってきます。まず
は、朝ごはんを食べられるように生活リズムをチ
ェックしてみましょう。

朝食しっかり

時間

朝ごはんを食べることで体
温が上昇し、体が活動モード
になります。
また、消化器官の働きも活発
になり、スムーズな排便をう
ながします。

脳は、寝ている間もエネル
ギーを使います。朝ごはんを
食べないと、脳がエネルギー
不足になって集中力や記憶
力が低下したりします。（イ
ライラの原因にも）

卵や肉・魚・チーズなどたんぱく
質や脂肪を含む食品を必ずとり入
れたいものです。また、ご飯・パン
などの穀類も大切です。

パン食や冷たい牛乳をかけて
食べるシリアル食よりも、温か
いご飯と味噌汁などの組み合わ
せのほうが体が温まります。

市立札幌豊明高等支援学校

5月のよていこんだて
月
7日

火
8日

水
9日

木
10日

金
11日

パスタボンゴレ
◎ストローポテトサラダ
★ヨーグルト

ツナライス
ピリカラチキン丼
◎★ちくわチーズﾞつめ揚 ◎にらたまスープ
げ
くだもの
小松菜と白菜のごま和え

◎★ロールパン
★ベーコンシチュー
あさりのカリッとサラダ
くだもの

ごはん
◆豆腐とえびのチリソー
ス煮
揚げポークシュウマイ
小松菜の磯あえ

ｿﾌﾄﾊﾟｽﾀ あさり 大豆 玉ねぎ
人参 ﾏｯｼｭﾙｰﾑ ｾﾛﾘ 生姜 に
んにく ﾊﾟｾﾘ トマト 小麦粉/
ﾊﾑ（豚肉 卵 ） ｷｬﾍﾞﾂ きゅう
り ｺｰﾝ じゃがいも ごま/

胚芽米 大麦 豆腐 まぐろ水
煮 人参 ごぼう しいたけ
ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ/ちくわ ﾁｰｽﾞ 小麦粉
卵 /小松菜 白菜 ごま/

小麦粉 卵 ｽｷﾑﾐﾙｸ /ﾍﾞｰｺﾝ
じゃがいも 玉ねぎ 人参 ﾊﾟｾ
ﾘ 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 きゅうり
ｷｬﾍﾞﾂ 人参 ごま/りんご/

精白米/豆腐 えび 人参 長ね
ぎ 玉ねぎ しいたけ ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰ
ｽ しょうが にんにく 小麦粉
/豚肉 鶏肉 玉ねぎ 大豆たん
ぱく 小麦粉/小松菜 白菜 の
り/

17日

18日

精白米 鶏肉 小麦粉 厚揚げ
人参 たけのこ 玉ねぎ ﾋﾟｰﾏﾝ
にんにく/卵 豆腐 にら/みか
ん/

ヨーグルト/

14日

15日

16日

五目うどん
ごまポテト
パイン缶

★◆シーフードピラフ
◎豚肉のカレーフライ
◎ほうれん草とコーンの
サラダ

肉炒め丼（厚揚げ・小松
菜）
みそ汁
くだもの

◎★せわりコッぺパン
★コーンシチュー
◎焼フランク
大根サラダ

ｿﾌﾄめん 鶏肉 油揚げ つと
人参 ほうれん草 ごぼう 長
ねぎ しいたけ たもぎ/じゃが
芋 ごま/パイン/

胚芽米 大麦 ﾊﾞﾀ ｰ ﾍﾞｰｺﾝ え
び あさり いか 玉ねぎ 人
参 ﾏｯｼｭﾙｰﾑ ﾊﾟｾﾘ/豚肉 カ
レー粉 卵 小麦粉/ほうれん草
ｺｰﾝ ﾊﾑ（豚肉 卵 ） ごま/

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/玉ねぎ 油揚げ
たもぎ わかめ/いちご/

小麦粉 卵 ｽｷﾑﾐﾙｸ /ｺｰﾝ ﾍﾞｰｺﾝ
玉ねぎ 人参 じゃがいも 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 /フランクフルト
（豚肉 水あめ 卵 ）/大根 ま
ぐろ水煮 きゅうり 人参 ご
ま/

21日

22日

23日

みそラーメン
大学芋
くだもの

たきこみいなり
◎チキンカツ
ほうれん草ともやしのか
らし和え

豆とひき肉のカレー
◎小松菜サラダ

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 水あ
め ごま/りんご/

胚芽米 大麦 油揚げ 人参
しいたけ ひじき ごま のり/
鶏肉 小麦粉 卵 /ほうれん草
もやし ちくわ/

精白米 牛肉 豚肉 玉ねぎ
人参 しょうが にんにく い
んげん豆 ﾄﾏﾄ ｾﾛﾘ 小麦粉
ﾊﾟｾﾘ ﾚｰｽﾞﾝ/ ﾊﾑ（豚肉 卵 ）
春雨 ひじき 小松菜 ごま油/

28日

29日

24日
◎★横割りバンズ
ポークシチュー
◎◆エビバーグ
★スライスチーズ
くだもの
照り焼きソース

開校記念日
25日

遠

足

小麦粉 卵 ｽｷﾑﾐﾙｸ /豚肉 にん
にく 生姜 ｾﾛﾘ じゃがいも
人参 玉ねぎ トマト ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰ
ｽ 小麦粉/えび すりみ 玉ね
ぎ はちみつ 卵白 /ﾁｰｽﾞ /メロ
ン/

30日

31日

1日

◎◆たぬきうどん（えび入 焼豚チャーハン
り）
★十勝だいずコロッケ
★チーズポテト
フルーツミックス
くだもの

ごはん
豆腐のオイスターソース煮
ししゃものピリから揚げ
小松菜ともやしのおひた
し

◎★くろコッぺパン
◆ほうれん草グラタン
◎コロコロサラダ
くだもの

ごはん
みそつみれ汁
豚肉のバーベキューソー
ス
くだもの

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/

精白米/豆腐 豚肉 ﾋﾟｰﾏﾝ た
けのこ 長ねぎ 人参 しょう
が にんにく/ｶﾗﾌﾄししゃも（子
持ち） 小麦粉/小松菜 もやし
かつおぶし/

小麦粉
ぼちゃ
小麦粉

卵 ｽｷﾑﾐﾙｸ /ﾍﾞｰｺﾝ か
ﾏｶﾛﾆ 玉ねぎ ﾏｯｼｭﾙｰﾑ
ﾊﾞﾀ ｰ 牛乳 豆乳 ﾁｰ
ｽﾞ ｽｷﾑﾐﾙｸ パン粉 ﾊﾟｾﾘ/ﾊﾑ
（豚肉 卵 ） 高野豆腐 人参
きゅうり ｺｰﾝ ごま/清見オレ
ンジ/

精白米/すりみ 豆腐 しょうが
大根 人参 長ねぎ/豚肉 小麦
粉 しょうが にんにく 玉ね
ぎ/ジューシーオレンジ/

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/じゃがいも 大豆 玉ねぎ
ﾏｰｶﾞﾘﾝ ｽｷﾑﾐﾙｸ カレー粉 小
麦粉 ﾊﾟﾝ粉/みかん缶 黄桃缶
ﾊﾟｲﾝ缶 なし缶 夏みかん缶/

※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。

