
 

 

 

 

           平成２７年（２０１５年） 11 月２７日 札幌市立藻岩南小学校 石山東小学校給食便り

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

12月 22日 冬至 
           冬至とは、1 年で最も昼が短く、夜が長い日のことで、今年は 12 月 22 日です。 

冬至には、風邪の予防や無病息災を願って、かぼちゃを食べるという風習があります。かぼちゃの

旬は夏ですが、切らずにそのまま置いておけば長期保存が可能です。そのため昔の人々は、夏にとれ

たかぼちゃを保存し、冬の貴重なビタミン源として食べていたようです。 

給食では、２２日に「かぼちゃのいとこ煮」がでます。お楽しみに！ 

いよいよ本格的な冬がやってきます。外出後のうがい・手洗いは忘れずにできていますか？これからの時期は、

家族みんなで体調管理に気をつけたいですね。 

さて今月の給食だよりでは、風邪を予防する食事についてご紹介します。 

風邪を予防する食事 
  

栄養バランスの良い食事 あたたかい食事 
 

☆ビタミンＡ・・・鼻や喉の粘膜を保護 

 ほうれん草・人参・かぼちゃ・鶏卵・うなぎ 

☆ビタミンＣ・・・風邪に対する抵抗力を高める 

 いちご・みかん・ブロッコリー・イモ類 

☆ビタミンＢ１・・・体のだるさを軽減 

 豚肉・魚介類・大豆製品 

☆たんぱく質・・・基礎体力をつける 

魚介類・肉類・卵・大豆製品・乳製品 

体を温め、外敵と戦う免疫機能を高めましょう。 

 

☆体を温める料理 

 鍋・雑炊・おじや・うどん 

・スープ・スープ煮   など 

☆体を温める食品 

 ねぎ・にら・にんにく・ 

たまねぎ・しょうが・ 

とうがらし       など 

風邪をひいてしまったら 

油ものは控え、蒸し物、スープ煮、煮物など、胃腸に優しい調理法を選び、また、食物繊維の多い野菜は

控えましょう。発熱や下痢、嘔吐がある場合は、脱水にならないよう水分補給が必要です。水分補給には、

常温や、温かい飲み物がおすすめです。 

☆適した食品…ごはん・うどん・豆腐・卵・繊維質の少ない野菜（大根や人参）など 

★控える食品…いか・たこ・ベーコン・バラ肉・ごぼう・こんにゃく・きのこなど 

 

 

 

 

 



 

 

月 火 水 木 金 

 
１日 ２日 ３日 ４日 

 

●カレーラーメン 

あおのりポテト 

りんご 
 
 

 

●しらすごはん 

きのこじる 

●ぶたにくのたつたあげ 

かき 

 

ごはん 

●すきやき 

★●☆ししゃもの 

てんぷら 

のりとあさりのつくだに 

 

●ソフトフランスパン 

●みそワンタンスープ 

★とうふナゲット 

◆こまつなと 

コーンのソテー 
ソフトラーメン 豚肉 しょうが 

にんにく 油 メンマ もやし 

白菜 人参 玉ねぎ ほうれん草 

長ねぎ わかめ 小麦粉 りんご

/じゃがいも 油 青のり/りんご 

胚芽米 大麦 しらす干し 炊き込

みわかめ 白ごま/ぶなしめじ え

のきたけ なめこ 人参 大根 ご

ぼう  長ねぎ  油揚げ  油/豚肉 

しょうが 片栗粉 小麦粉 油/柿 

精白米/豚肉 油 焼き豆腐 し

らたき 玉ねぎ 白菜 長ねぎ 

たもぎだけ 焼きふ 春菊 干

ししいたけ/カラフトししゃも 

小麦粉 卵 油/あさり しょう

が もみのり ひじき  

ソフトフランスパン/ワンタン皮 

豚肉 しょうが にんにく ごま油 

メンマ 人参 玉ねぎ もやし 長

ねぎ 油/焼き豆腐 鶏肉 玉ねぎ 

油 卵 片栗粉/ホールコーン 小

松菜 バター 

７日 ８日 ９日 １０日 １１日○石 5 年なし 

ごはん 

けんちんじる 

★●さんまのなんぶあげ 

あげいりおひたし 

●みそラーメン 

シナモンポテト 

りんご 

◆●ごぼうピラフ 

★●こうやどうふのﾌﾗｲ 

きりぼしだいこんの 

サラダ 

●ぶたミックスどん 

すましじる 

こうはくなます 

★◆●バターロール 

◆●サーモングラタン 

★◆ストローポテト 

サラダ 

ミニトマト 
精白米/鶏肉 豆腐 つきこんに

ゃく  人参  大根  ごぼう  

長ねぎ  油/さんま  しょうが 

小麦粉 卵 白ごま 黒ごま/油

揚げ ほうれん草 白菜 糸か

つお  

ソフトラーメン 豚肉 玉ねぎ 

人参 しょうが にんにく 白 

すりごま ごま油 もやし 玉

ねぎ メンマ 人参 油 ほう

れん草 長ねぎ 茎わかめ 白

ごま/さつまいも 油/りんご 

胚芽米 大麦 バター ベーコ 

ン ごぼう 玉ねぎ 人参 に 

んにく ホールコーン パセリ 

油/凍り豆腐 小麦粉 白すりご 

ま 卵 パン粉 白ごま 油/ 

切り干し大根 まぐろ水煮 人 

参 もやし きゅうり 白ごま 

ごま油 

 

精白米 豚肉 しょうが 片栗

粉 小麦粉 油 玉ねぎ たけ

のこ 人参 ピーマン 油 白

ごま/豆腐 わかめ 干ししいた

け 長ねぎ/大根 人参 

バターロール/鮭 玉ねぎ マカ

ロニ 人参 油 小麦粉 バタ

ー 牛乳 豆乳 スキムミルク 

チーズ  パン粉 パセリ/ハム 

キャベツ きゅうり ホールコ

ーン じゃがいも 油 白ごま/

ミニトマト 

1４日 1５日 1６日 1７日 １８日 

ごはん 

にくじゃが 

◆●ほねごと 

カレイからあげ 

ごまあえ 

●◇ゆであげ 

トマトソース 

◆●かぼちゃコロッケ 

★◆こまつなサラダ 

●ごもくごはん 

みそしる 

★●ぶたにくの 

カレーフライ 

みかん 

◆●◇ピラフの 

ホワイトソース 

コールスローサラダ 

パインかんづめ 

★◆●ツイストパン 
★◆ポトフ 
◆●フライドチキン 
フルーツゼリー 

精白米/豚肉 大豆水煮 じゃが

いも 玉ねぎ しらたき 人参 

切り干し大根  さやいんげん 

干ししいたけ しょうが 油/骨

ごとカレイ唐揚げ（カレイ 小麦

粉 でん粉）  油/ほうれん草 

もやし 白すりごま 

スパゲッティ オリーブ油 油 

パセリ ベーコン えび いか 

あさり 玉ねぎ 人参 セロリ 

ー にんにく パセリ 小麦粉 

かぼちゃコロッケ（かぼちゃ パ 

ン粉 乾燥ﾏｯｼｭﾎﾟﾃﾄ 玉ねぎ  

脱脂粉乳 米粉 小麦粉） 油/ 

ハム 緑豆春雨 ひじき 小松 

菜 ごま油 

胚芽米  大麦  鶏肉  油揚げ 

しらたき 人参 ごぼう たけ

のこ  ひじき  干ししいたけ 

グリンピース 油/厚揚げ 小松

菜 たもぎたけ/豚肉  小麦粉 

卵 パン粉 オートミール 油 

みかん 

胚芽米  大麦  バター  鶏肉 

えび ほたて 人参 玉ねぎ  

油 小麦粉 バター 油 チー 

ズ 牛乳 豆乳 ﾏｯｼｭﾙｰﾑ ﾊﾟｾﾘ 

/キャベツ 人参 ホールコーン 

/パイン缶詰 

ツイストパン/チキンレバーウィ

ンナー  ベーコン  キャベツ 

じゃがいも 人参 大根 さや

いんげん/鶏肉 にんにく 牛乳 

小麦粉 片栗粉 油/みかん缶詰 

パイン缶詰 黄桃缶詰 なし缶

詰 りんご缶詰 りんごジュー

ス  

２１日 ２２日 2３日 ２４日 ２５日 

ごはん 

☆とうふのちゅうかに 

●はるまき 

いそあえ 

 

 

 

●にくうどん 

かぼちゃのいとこに 

みかん 

 

 

●まめとひきにくの 

カレー 

あさりのサラダ 

◆アイスクリーム 

  

精白米/豆腐 豚肉 えび 人参

玉ねぎ たけのこ 干ししいた

け 黒きくらげ しょうが に

んにく 油 ごま油 片栗粉/春

巻き（たけのこ 人参 豚肉 ひ

じき でん粉 小麦粉） 油/小

松菜 もやし 切りのり 

ソフトめん 豚肉 油揚げ 人

参 ほうれん草 長ねぎ 干し

しいたけ たもぎたけ/かぼちゃ 

あずき 白玉もち/みかん 

 

 

精白米 牛肉 豚肉 玉ねぎ  

人参 セロリー しょうが に 

んにく いんげんまめ パセリ  

レーズン 油 小麦粉/あさり  

しょうが きゅうり キャベツ 

人参 油 ごま油 白ごま/アイ 

スクリーム（牛乳 生クリーム） 

※牛乳が毎日２００ｍｌつきます。★は卵使用献立  ☆は魚卵を含む献立 ◆は牛乳・乳製品使用献立 

◇はえび使用献立 ●は麦・小麦使用献立     です。 
 

 

 

    

果物には、からだの調子を整えるビタミンや、無機

質（ミネラル）が豊富に含まれています。 

果物の甘みのもとになる果糖は、炭水化物（糖質）

の１つで、脳や体が活発に働くためのエネルギー源に 

 

なります。また、生の果物には体を浄化してくれる

酵素も豊富です。 

忙しい朝には、手軽にとれる果物を取り入れては

いかがでしょうか。 

終業式 天皇誕生日 

 

 

 
 

 

  


