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篠 路 中 学 校
豊明高等支援学校

生活習慣病は、日頃の悪い生活習慣が積み重なっ
ておこります。昔は成人病といわれ、大人に多い病気とされていました。しかし、最近では子どもが
発症する例もあります。生活習慣病には心臓病や脳卒中、高血圧症、がん、糖尿病などがあります。ま
た、むし歯や歯周病といった歯の病気も歯磨きだけでなく、食べ方にも問題があるといわれています。
子どもの頃から気をつけて生活することが大切ですね。

毎日使っている
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市立札幌豊明高等支援学校

11月のよていこんだて
月
5日

火
6日

水
7日

木
8日

金
9日

五目うどん
くだもの
青のりポテト

ツナライス
◎こうや豆腐のフライ
フルーツカクテル

ごはん
石狩鍋
豚肉のバーベキューソー
ス
小松菜ともやしのおひた
し

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

チキンカレー
◎サイコロサラダ

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/みかん
/じゃが芋 あおのり/

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/高野豆腐 小麦粉 卵
ごま/みかん缶 黄桃缶 ﾊﾟｲﾝ缶
なし缶 夏みかん缶 りんご
ｼﾞｭｰｽ/

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 かつおぶし/

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 /ﾁｰｽﾞ /黄桃/

精白米 鶏肉 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/ﾊﾑ（豚肉 卵 ） 人参
きゅうり ｺｰﾝ ごま油/

12日

13日

14日

15日

16日

みそラーメン
きなこポテト
パイン缶

◆カレーピラフ（豆腐）
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
みそ汁
◎◆玉ねぎのかき揚げ
（えび入り）
くだもの
天丼のたれ

◎★角食(かくしょく)
麦入り野菜スープ
★白身魚のハーブ焼き
★バターポテト
りんごジャム

ごはん
みそけんちん汁
ひじき入りはるまき
のりのつくだ煮

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/じゃが芋 きな
こ/パイン/

胚芽米 大麦 ﾊﾞﾀ ｰ ﾍﾞｰｺﾝ 豆
腐 人参 玉ねぎ ﾏｯｼｭﾙｰﾑ ｸﾞ
ﾘﾝﾋﾟｰｽ/豚肉 玉ねぎ 豚レバー
小麦粉 パン粉/ﾊﾑ（豚肉 卵 ）
小松菜 ｺｰﾝ しめじ ごま/

精白米/小松菜 厚揚げ/えび
あさり さくらえび 玉ねぎ
人参 ごぼう 春菊 ひじき
しらす干し 切り干し大根 小
麦粉 卵 /みかん/

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
大麦/白身魚 にんにく ﾊﾟｾﾘ
ﾊﾞｼﾞﾙ 粉ﾁｰｽﾞ /じゃが芋 ﾊﾞﾀ ｰ
牛乳 /りんご/

精白米/鶏肉 豆腐 つきこん
にゃく 人参 大根 ごぼう
長ねぎ/たけのこ 人参 豚肉
ひじき 小麦粉/のり ひじき
水あめ/

19日

20日

21日

22日
◎★くろコッぺパン
★チキングラタン
大根サラダ
くだもの

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/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/大根 まぐろ水煮 きゅう
り 人参 ごま/柿/

28日

29日

ごはん
豆腐のオイスターソース煮
ししゃものから揚げ
小松菜ともやしのからし和
え

◎★せわりコッぺパン
★白菜（はくさい）と肉ﾎﾞｰ
ﾙのｸﾘｰﾑ煮
◎ちくわ磯部揚げ
チョコクリーム

ごはん
豚汁
揚げぎょうざ
おかかふりかけ

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
ちくわ/

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/ち
くわ 小麦粉 卵 青のり/豆乳
ﾁｮｺﾚｰﾄ ｺｺｱ ｺｰﾝｽﾀｰﾁ

精白米/豚肉 豆腐 じゃがいも
こんにゃく 人参 大根 ごぼ
う 玉ねぎ 長ねぎ しょうが/
豚肉 鶏肉 ｷｬﾍﾞﾂ 玉ねぎ 長
ねぎ にら 小麦粉/しらす干し
糸かつお のり ごま/

豊明祭振替休業日
26日
沖縄そば
ごまポテト
パイン缶

27日
小松菜じゃこチャーハン
★白花豆コロッケ
フルーツミックス

ｿﾌﾄﾗｰﾒﾝ 豚肉 生姜 にんにく 胚芽米 大麦 豚肉 にんにく
小ねぎ ほうれん草/じゃが芋
人参 しめじ じゃこ/白花豆
ごま/パイン/
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 夏み
かん缶/

23日

肉炒め丼（厚揚げ・小松
菜）
みそ汁
くだもの

勤労感謝の日
30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。

