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篠 路 中 学 校
豊明高等支援 学校
今年度もあと少しで終 わりを迎えます。みな さんは、勉強や行事、 部活動など、様々なこ と
に一生懸命取り組んだ ことと思います。
充実した毎日を過ごす には、身体と心が健康 であることが必須です 。そのためには、
「十 分な
睡眠」
「適度な運動」そして「栄養バランスのよい食事」が必要です。みなさんの１年間の食生
活はどうだったでしょ うか？食事内容だけで なく食事のマナーなど も含めて、振り返って みま
しょう

みなさん、この１年間 学校や家庭でどのよう な食生活を
送りましたか？ご家庭 の食生活をふりかえっ てみましょう！

△や×のところがあった
人 は、すこしずつ○が増 えるよ
うに心がけましょう！

市立札幌豊明高等支援学校

3月のよていこんだて
月
4日
パスタミートソース
◎ごぼうチップサラダ

火
5日

水
6日

とりめし
◎★ちくわチーズつめフ
ライ
ほうれん草ともやしのご
ま和え

ｿﾌﾄﾊﾟｽﾀ 豚肉 大豆 玉ねぎ
胚芽米 大麦 鶏肉 玉ねぎ
人参 ﾏｯｼｭﾙｰﾑ ｾﾛﾘ にんにく しょうが/ちくわ ﾁｰｽﾞ 小麦粉
生姜 ﾊﾟｾﾘ 小麦粉 ﾄﾏﾄ/ﾊﾑ
卵 /ほうれん草 もやし ごま/
（豚肉 卵 ） ｷｬﾍﾞﾂ きゅうり
ｺｰﾝ ごぼう ごま/

11日
卒業式
振替休日

18日

12日

木
7日

金
8日

赤飯
さつま汁
◎白身魚のみそマヨネー
ズ焼き
★アイスクリーム

シナモン揚げパン
イタリアンスープ
切り干し大根のサラダ
くだもの

カレーライス
小松菜とベーコンのサラ
ダ

もち米 甘納豆 ごま/鶏肉 さ
つまいも 豆腐 こんにゃく
人参 大根 ごぼう 長ねぎ
生姜/ 白身魚 ﾊﾟｾﾘ ﾏﾖﾈｰｽﾞ/
牛乳 生ｸﾘｰﾑ 水あめ 砂糖
無塩ﾊﾞﾀ ｰ/

小麦粉 ｸﾞﾗﾆｭｰ糖 ｼﾅﾓﾝ 油/
ﾍﾞｰｺﾝ じゃがいも 玉ねぎ 人
参 ｺｰﾝ ﾊﾟｾﾘ ﾏｶﾛﾆ/切り干し
大根 まぐろ水煮 人参 もや
し きゅうり ごま/みかん/

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/小松菜 ﾍﾞｰｺﾝ もやし
ごま/

13日

14日

15日

★コーンピラフ
◎豚肉のカレーフライ
フルーツミックス

ごはん
けんちん汁
サケフライ
あさりの佃煮

◎★くろコッぺパン
★豆腐のグラタン
チキンマリネサラダ
くだもの

ピリカラチキン丼
みそ汁
くだもの

胚芽米 大麦 ﾊﾞﾀ ｰ ﾍﾞｰｺﾝ 玉
ねぎ 人参 ｺｰﾝ ﾏｯｼｭﾙｰﾑ ｸﾞﾘ
ﾝﾋﾟｰｽ/豚肉 カレー粉 卵 小
麦粉/みかん缶 黄桃缶 ﾊﾟｲﾝ缶
なし缶 夏みかん缶/

精白米/鶏肉 豆腐 つきこん
にゃく 人参 大根 ごぼう
長ねぎ/鮭 小麦粉/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 ﾏｶ
ﾛﾆ 人参 玉ねぎ 豆腐 ﾏｯｼｭ
ﾙｰﾑ 小麦粉 ﾊﾞﾀ ｰ 牛乳 豆
乳 ｽｷﾑﾐﾙｸ ﾁｰｽﾞ パン粉 ﾊﾟ
ｾﾘ/鶏肉 生姜 ｷｬﾍﾞﾂ 人参
きゅうり ごま/清見オレンジ/

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/油揚げ 小松菜 えの
きだけ/りんご/

20日

21日

22日

19日

五目うどん
◎◆おこのみ揚げ（えび
入り）
パイン缶

◎★横割りバンズ
★あさりのチャウダー
◎★焼きハンバーグ
★スライスチーズ
くだもの
ケチャップソース

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

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/あさり
えび いか さくらえび ﾍﾞｰｺ
ﾝ ｷｬﾍﾞﾂ 切り干し大根 ｺｰﾝ
ひじき 小麦粉 卵 糸かつお
青のり/パイン/

小麦粉 卵 ｽｷﾑﾐﾙｸ /あさり
じゃが芋 玉ねぎ 人参 ﾊﾟｾﾘ
油 小麦粉 ﾊﾞﾀ ｰ 牛乳 豆乳
ｽｷﾑﾐﾙｸ ﾁｰｽﾞ /牛肉 豚肉 玉
ねぎ 卵 牛乳 パン粉/ﾁｰｽﾞ /
りんご/ケチャップ 中濃ソース
/

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
のり/

※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。

春 分 の 日

修

了

式

答え ①白
最近、お店にも出回るよう
になった白いいちご。いち
ごには、ビタミンCがたっ
ぷり含まれています。お店
には12月頃に一番多く出
ていますが、本来ははるが
旬のくだものです。

