
 
 
 

             平成２９年（２０１７年）１２月 １日 北の沢小学校 真駒内公園小学校給食便り 
 

 

   早いもので、今年もあと１か月となりました。寒さもだんだんと厳しくなって 

きましたが、寒さに負けないように、なべ料理や実だくさんの汁物などで体を温 

めて、元気に冬を乗り切りましょう。 
 
           
    冬は、空気も乾燥して、かぜやインフルエンザがはやる季節です。かぜをひかずに、 

元気に冬をすごすためには、毎日の生活の中で、次のことを心がけましょう。                                                                                       

冬至とは、１年の中で昼間がもっとも

短く、夜がもっとも長い日です。この日

をすぎると、日は次第に長くなっていき

ます。今年の冬至は 12 月 2２日です。 

  昔から冬至にかぼちゃを食べたり、ゆ

ず湯に入ったりすると、かぜをひかない

といわれています。冬至ならではの風習

を楽しんでみませんか。 

12 月 22 日の給食

に冬至かぼちゃをだ

します。 

手作りの小豆あん

にかぼちゃと白玉が

入っています。 

お楽しみに！ 



シリーズ『早ね・早起き・朝ごはん！』 ～目覚めシャキッ！朝ごはん～ 
       夜寝ている間に脳の中のエネルギーはすっかりなくなっています。エネルギー切れの脳は、考えたり運動したり 

する力もなく、ボーッとして気力がない状態です。朝ごはんに、脳のエネルギー源を体の中にとりいれることが大 
切です。 

 
 
エネルギー源となるブドウ糖は、ごはん・パン
などのでんぷんの多いものからとりましょう。
でんぷんはゆっくりと消化・吸収され、なだら
かに血糖値を上げて長時間維持します。 

 
睡眠中に低下した体温を上昇させ
るためには、たんぱく質も必要で
す。卵・豆ふ・納豆など手軽なもの
で上手にとりましょう。 

 
毎日元気に過ごすためには、野菜の摂取量は
１日あたり３５０ｇ以上が目標です。 
みそ汁やサラダなどで、朝ごはんから積極的
にとりましょう。 

月 火 水 木 金 

4 日 5 日 6 日 7 日 8 日 

ごはん 

●マーボーどうふ 

△■☆ししゃもの 

ピリからあげ 

●もやしのカレーあえ 

△★◆コッぺパン 

△◆ポテトのクリームに 

△◇●あさりの 

スパゲティサラダ 

くだもの 

△★◇かきあげどん 

みそしる 

●ごまあえ 

 
 
 

△◇ゆであげ 

シーフードトマトソース 

スパイシーポテト 

くだもの 
 
 

△☆いりこめし 

みそけんちんじる 

△かわりやきにく 

 

精白米/豆腐 豚肉 にんじ
ん 長ねぎ しいたけ しょ
うが にんにく 油 ごま油
でん粉/ｶﾗﾌﾄ子持ちししゃも
小麦粉 でん粉 油/もやし
ごま油/ 

小麦粉 卵 ｽｷﾑﾐﾙｸ/ﾊﾞﾗﾍﾞｰｺﾝ(豚肉)
じゃがいも 玉ねぎ ﾏｯｼｭﾙｰﾑ 小麦
粉 ﾊﾞﾀｰ ﾁｰｽﾞ ｽｷﾑﾐﾙｸ 牛乳 豆
乳 ﾊﾟｾﾘ 油/あさり しょうが ｽ
ﾊﾟｹﾞﾃｨ きゅうり にんじん 油
ごま油 ごま/くだもの 

精白米 えび あさり 桜え
び 玉ねぎ にんじん 春菊
ごぼう 切干大根 ひじき
小麦粉 卵 でん粉 油/白
菜 油揚げ/小松菜 もやし
ごま/ 

ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ ｵﾘｰﾌﾞ油 油 ﾊﾟｾﾘ
ﾊﾞﾗﾍﾞｰｺﾝ(豚肉) えび いか
あさり 玉ねぎ にんじん
小麦粉 ﾄﾏﾄ ｾﾛﾘ にんにく
/じゃがいも 油/くだもの 

胚芽米 大麦 かたくちいわし 油
揚げ にんじん ごぼう 枝豆/鶏肉
豆腐 つきこんにゃく にんじん
大根 ごぼう 長ねぎ 油/豚肉 し
ょうが にんにく 玉ねぎ 小麦粉
でん粉 油 りんご/ 

11 日 12 日 13 日 14 日 15 日 

△ポークカレー 

●きりぼしだいこんの 

ナムル 

くだもの 

 

△★◆かくしょく 

◆ポトフ 

△◆コーンフライ 

チョコクリーム 

ごはん 

☆いしかりなべ 

△ぶたにくのたつたあげ 

のりのつくだに 
 

△☆しょうゆラーメン 

●だいがくいも 

くだもの 

 

△◆ごぼうピラフ 

△◆フライドチキン 

フルーツカクテル 

 

精白米 豚肉 じゃがいも にんじ
ん 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 油/切
干大根 にんじん ほうれん草 ご
ま油 ごま/くだもの 

小麦粉 卵 ｽｷﾑﾐﾙｸ/ﾁｷﾝﾚﾊﾞｰｳｲﾝﾅｰ（鶏肉 豚脂肪 
豚ﾚﾊﾞｰ ひじき 牛乳） ﾊﾞﾗﾍﾞｰｺﾝ(豚肉) ｷｬﾍﾞﾂ 
じゃがいも にんじん 大根 さやいんげん/ｺｰﾝﾌ 
ﾗｲ（ｺｰﾝ 牛乳 小麦粉 ｽｷﾑﾐﾙｸ ﾊﾟﾝ粉）油/豆乳 
ﾁｮｺﾚｰﾄ ｺｰﾝｽﾀｰﾁ ｺｺｱ/ 

精白米/鮭 豆腐 ｷｬﾍﾞﾂ に
んじん 玉ねぎ つきこんに
ゃく しめじ 長ねぎ/豚肉 
しょうが 小麦粉 でん粉 
油/のり ひじき/ 

ｿﾌﾄﾗｰﾒﾝ 豚肉 ﾒﾝﾏ しょう
が にんにく つと もやし 
玉ねぎ 長ねぎ ほうれん草 
くきわかめ にんじん/さつ
まいも 油 ごま/くだもの 

胚芽米 大麦 ﾊ゙ ﾀー  ﾊ゙ ﾗﾍ゙ ｺーﾝ(豚肉) ごぼ
う 玉ねぎ にんじん ｺｰﾝ ﾊﾟｾﾘ にんに
く 油/鶏肉 牛乳 にんにく 小麦粉 で
ん粉 油/みかん缶 黄桃缶 ﾊﾟｲﾝ缶 なし
缶 なつみかん缶 りんごｼ゙ ｭー ｽ/ 

18 日 19 日 20 日 21 日 22 日 

ごはん 

△☆さんまたつたあげ 

さつまじる 

からしあえ 

 

△★◆よこわりバンズパン 

△◆あさりのチャウダー 

△★◆ハンバーグ 

●ビーンズサラダ 

ごはん 

☆ごもくに 

△あげぎょうざ 

いそあえ 

 

△☆●みそうどん 

かぼちゃのいとこに 

くだもの 

 

 

※冬至メニュー 

△●やきぶたチャーハン 

△◆しろはなまめコロッケ 

●もやしのごまサラダ 

 

精白米/さんま しょうが 小麦
粉 でん粉 油/豚肉 さつまい
も 豆腐 こんにゃく にんじ
ん 大根 ごぼう 長ねぎ 油/
ﾌﾟﾚｽﾊﾑ(豚肉) 小松菜 もやし/ 

小麦粉 卵 ｽｷﾑﾐﾙｸ/あさり ﾊﾞﾗﾍﾞｰｺﾝ(豚肉) じゃ
がいも 玉ねぎ にんじん ﾊﾟｾﾘ 油 小麦粉 ﾊ ﾀ゙
 ー 牛乳 豆乳 ｽｷﾑﾐﾙｸ ﾁー ｽ゙ /ﾊﾝﾊ゙ ｸー゙ （牛肉 豚肉 

玉ねぎ ﾊ゚ ﾝ粉 卵 牛乳 油）/金時豆 手亡豆 枝
豆 ﾌ゚ ﾚｽﾊﾑ(豚肉) ｺー ﾝ ｷｬﾍ゙ ﾂ ごま油/ 

精白米/豚肉 大根 にんじん 厚揚げ 凍
り豆腐 こんにゃく さつま揚げ しいたけ 
さやいんげん 油/ぎょうざ（豚肉 鶏肉 ｷ
ｬﾍﾞﾂ 大豆 玉ねぎ 長ねぎ にら 小麦粉 
でん粉）油/ほうれん草 もやし のり/ 

ｿ ﾌﾄめん 鶏肉 しょうが 
にんにく 油揚げ つと し
いたけ ほうれん草 長ねぎ 
ごま ごま油/かぼちゃ 小
豆 白玉もち/くだもの 

胚芽米 大麦 豚肉 長ねぎ にんじん 玉ねぎ ｺ
ｰﾝ しいたけ ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ しょうが にんにく 油 
ごま油/白花豆ｺﾛｯｹ（白花豆 じゃがいも 砂糖 ﾊ゙
ﾀー  ｽｷﾑﾐﾙｸ パン粉 米粉 小麦粉）油/ほうれん草 
もやし ｺー ﾝ にんじん ごま/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※牛乳が毎日２００ｍｌつきます。 
★は卵使用献立、☆は魚を含む献立、◆は牛乳・乳製品使用献立、◇はえび・いか・あさり・かに使用献立、 
●はごま・ごま油使用献立、▲はナッツ使用献立、■は魚卵使用献立、△は小麦・大麦使用献立 です。 

 

野菜と豚肉の蒸しもの 
 季節のお野菜にアレンジしても 
おいしいです 
 
 
 
材料（１人分）     作り方 
しゃぶしゃぶ用豚肉   １．水菜・貝割れ菜は水洗いし、よく水 
        ５０ｇ  気を切り、食べやすい長さに切る。 
水菜     １／２束 ２．大きめの皿に１を平たく盛り、豚肉 
貝割菜  １／２パック  を一枚ずつ広げ、ラップをかけ電子レ 
ポン酢      適量  ンジで７分加熱する。 
            ３．豚肉に火が通ったら、ポン酢をまわ 
             しかける。 

もちのピザグラタン 
おもちをケチャップとソースで 
洋風にアレンジ。 
 
 
 
材料（１人分）    作り方 
もち     ２切れ １．もちは１個を４等分に切り、 
とろけるチーズ     グラタン皿に並べる。 

２０ｇ ２．１にケチャップとソースをか 
ケチャップ 大さじ１  け、チーズをのせて、オーブン 
ウスターソース     トースターで８分焼いてできあ 
      大さじ１  がり。 

～おすすめ朝ごはんレシピ～ 


