
アレルギー食品

Ｃａｌ 主食 主菜 副菜 副菜２ 添え物 汁物 果物・デザート 牛乳

1 水 888 麦ご飯 卵焼き 厚揚げのそぼろ煮
キャベツとアスパラのごま

酢和え
なすのみそ汁 牛乳 *えび,*かに,小麦,卵,乳,ごま,大豆,鶏肉

2 木 895 ご飯 いわしのマーマレード煮 肉野菜炒め 野菜コロッケ 沢煮椀 ぶどうゼリー 牛乳 小麦,乳,オレンジ,ごま,*さば,大豆,豚肉,乳

3 金 878 麦ご飯 豆腐と野菜のピリ辛煮 じゃが芋のチーズ焼き いんげんの炒め煮 オレンジ 牛乳
えび,*かに,小麦,*卵,乳,*いか,オレンジ,ごま,大豆,*
鶏肉,豚肉

6 月 835 ご飯 鶏肉と厚揚げのうま煮 小松菜の甘酢和え ヒレカツ すまし汁 牛乳
*えび,*かに,小麦,*卵,乳,*いか,ごま,大豆,鶏肉,*豚
肉

7 火 805 麦ご飯 えびと野菜のチリソース アスパラと海草のサラダ ミニトマト パインアップル 中華スープ 牛乳
えび,*かに,小麦,卵,乳,*牛肉,*くるみ,ごま,*さば,大
豆,鶏肉,*豚肉,りんご,*ゼラチン,*アーモンド,パイン
アップル

8 水 851 麦ご飯 鶏肉の照り焼き じゃが芋のきんぴら 浅漬け 小松菜のみそ汁 びわ 牛乳
*えび,*かに,小麦,*卵,乳,*いか,ごま,大豆,鶏肉,*豚
肉

9 木 843 ご飯
豚肉とキャベツの
コチュジャン炒め

ひじきのごま酢和え 春巻
チンゲン菜ともやし

のスープ
牛乳

*えび,*かに,小麦,乳,*牛肉,*くるみ,ごま,*さば,大豆,
鶏肉,豚肉,*りんご,*ゼラチン,*アーモンド

10 金 804 麦ご飯 さわらのみりん焼き じゃが芋の土佐煮 わかめの酢の物 豆腐のみそ汁 キウィフルーツ 牛乳 *えび,*かに,小麦,乳,キウイフルーツ,ごま,大豆

13 月 842 あさりご飯 鶏手羽元のさっぱり煮 ツナと小松菜の炒め物 ごぼうのサラダ きのこ汁 牛乳 *えび,*かに,小麦,卵,乳,*いか,ごま,大豆,鶏肉

14 火 831 ご飯 磯辺煮 野菜の彩りピリ辛和え ごまささみカツ 花麩のすまし汁 りんごゼリー 牛乳 *えび,*かに,小麦,*卵,乳,ごま,大豆,鶏肉,りんご

15 水 901 麦ご飯 さばの塩焼き なすの柚子胡椒炒め チンゲン菜のごま和え
じゃが芋と玉ねぎ

のみそ汁
牛乳

*えび,*かに,小麦,乳,*いか,ごま,*さけ,さば,大豆,豚
肉

16 木 903 ハムとキャベツのサラダ フルーツミックス 牛乳 小麦,*卵,乳,牛肉,大豆,鶏肉,豚肉,もも,ゼラチン

17 金 820 麦ご飯 きびなごの甘酢がらめ 根菜と春雨の炒め物 枝豆とわかめのサラダ 揚げなす すまし汁 牛乳 小麦,乳,大豆,豚肉

20 月 900 麦ご飯
ハンバーグオニオン

ソース
いんげんのソテー 白身魚フライ コーンクリームスープ 牛乳 小麦,卵,乳,牛肉,大豆,鶏肉,豚肉

21 火 861 ご飯 あじの生姜煮 ごぼう添え 小松菜のお浸し 納豆
かぼちゃと油揚げ

のみそ汁
牛乳 *えび,*かに,小麦,乳,ごま,大豆

22 水 931 ご飯 青椒肉絲 コーンシューマイ 中華ポテト 中華香味スープ 牛乳
えび,かに,小麦,卵,乳,あわび,いか,いくら,*牛肉,*くる
み,ごま,さけ,さば,大豆,鶏肉,豚肉,*りんご,*ゼラチ
ン,*アーモンド

24 金 831 麦ご飯 ホキのピザソース焼き 切干大根と小松菜のソテー ポテトサラダ ラビオリスープ ヨーグルト 牛乳
小麦,乳,*いか,*さけ,*さば,大豆,鶏肉,豚肉,*もも,*り
んご,卵

27 月 876 麦ご飯 豚肉と厚揚げの甘辛煮 春雨の酢の物 エビカツ かき玉汁 牛乳 小麦,卵,乳,ごま,大豆,豚肉,えび,いか

28 火 871 ご飯
鶏肉とカシューナッツ

の炒め物
トマト 揚げ餃子

豆腐ともやしの
スープ

牛乳
*えび,*かに,小麦,乳,*落花生（ピーナッツ）,カシュー
ナッツ,*牛肉,*くるみ,ごま,*さば,大豆,鶏肉,*豚肉,*
りんご,*ゼラチン,*アーモンド

29 水 890 ご飯
豚肉とかぼちゃの

オイスターソース炒め
小松菜とじゃこの和え物 マカロニサラダ

厚揚げとわかめの
スープ

牛乳
えび,かに,小麦,乳,あわび,いか,いくら,*牛肉,*くるみ,
ごま,さけ,さば,大豆,鶏肉,豚肉,*りんご,*ゼラチン,*
アーモンド,卵

30 木 889 麦ご飯
鮭とチーズとパセリの

フライ
切干大根のサラダ 南瓜の煮付 野菜たっぷりスープ 牛乳

*えび,*かに,小麦,*卵,乳,*いか,キウイフルーツ,ご
ま,さけ,*さば,大豆,鶏肉,豚肉

令和４年６月分定時制Ⅲ部学校給食献立表 福岡県立博多青松高等学校

日 曜
献立名

ポークカレー（麦ご飯）



学校給食便り ６月    

毎年６月は「食育月間」です。 

食育基本法（平成１７年に制定）では、「『食』に

関する知識と『食』を選択する力を習得し健全な食生

活を実践することができる人間を育てること」とされています。すべての国民が心身

の健康を確保し、生涯にわたって生き生きと暮らすことができるよう、健全な食生活

を実践する能力を身につけるために「食育」は重要になっています。 

【食育を実践しよう！】            

日々の生活の中で実践できる食育について紹介します。できることから始めてみ

ましょう。こんなことも「食育」につながります。 

 

・自分の食事をチェックし、栄養のバランスをとるように気をつける 

・１日３食きちんと食べる習慣を身につける 

・感謝の気持ちを込めて「いただきます」「ごちそうさま」のあいさつをする 

・お箸の正しい持ち方や、食器の正しい並べ方を身につける 

・買い物の中で、新鮮で安心できる食材の選び方を身につける  など 

 

難しく考えず、自分ができる範囲で取り組んでみるとよいですね。 

例えば、授業や部活動、アルバイトなど多忙な青松生のみなさんは、外食やコンビ

ニで食事を済ませることもあると思います。そういう時は、いつものお弁当にサラダ

や和え物などの副菜をプラスしてみる、丼ものより定食を選ぶなどの工夫をしてみ

ましょう。ほんの少し意識して選ぶことで、食生活が豊かで健康的になります。副菜

の目安は野菜・きのこや豆類、海藻や芋などを使った料理です。 

６月の食育デー 食育フードは「博多 なす］                          

なすの栽培に最適な温暖な気候と豊富な水流に恵まれた 

福岡の風土を生かし、全国有数の出荷量を誇っています。 

「博多なす」は、濃い紫紺色でボリューム感があり、あくが 

少なく、口当たりもまろやかなので和洋中を問わず、どんな料

理にもよく合います。 

 なすの紫色の皮には、紫外線を浴びて形成されるアントシアニン系の色素ナスニ

ンが含まれます。これには抗酸化作用があり、動脈硬化などの予防に効果があると言

われています。表面が濃い紫色で、傷がなく光沢のあるものを選びましょう。切り口

のみずみずしいものほどよく成長しています。 

 

よく噛んで食べていますか ～噛むといいことあります～ 

食べ物をよく噛んで食べると、たくさんの唾液が分泌されたり、あごの筋肉が発達

したり、血流が良くなるなどのよいことばかりです。これが、口の健康だけでなく、

からだ全体の健康にかかわってきます。 

◎ 胃腸の働きをよくする    

◎ 脳への血流が増え、脳の働きが活発になる 

◎ 味覚が発達する           

◎ 肥満を予防する 

◎ あごの筋肉が鍛えられ、発音がきれいになる 

◎ たくさんの唾液が出ることで、口の病気を予防する 

 

 

 

  


