
   
 
 
 

平成３０年（２０１８年） １１月３０日 北の沢小学校 真駒内公園小学校給食便り 
 

今年も残りわずかとなりました。寒さは日ごとに増していますが、 

みなさんは元気にすごしていますか？ 

しっかり食べたり、体を動かしたりして、寒さに負けない体づくり 

をしましょう。 

 

 

 ビタミンは、体のさまざまな機能を調節する大切な微量栄養素です。 

「日本人の食事摂取基準（2015 年版）」で取り上げられているものは 

13 種類ありますが、その中から２種類のビタミンを紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 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 21 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。 

年中行事を受け継ごう  冬
とう

 至
じ

 

をとろう！ 体の調子を 
ととのえる 

 
ビタミンＣは、水溶性のビタミンの１つで、コ 

ラーゲンの合成をサポートし、強い抗酸化作用が 

あるなど、さまざまな働きがあります。 

 ビタミンＣを多く含む食べ物には、赤ピーマン、 

ブロッコリー、芽キャベツ、キウイフルーツ、か 

きなどがあります。 

 

 ビタミンＡは、脂溶性のビタミンの１つで、全 

身の皮膚やのどや鼻などの粘膜の健康を維持した 

り、目の健康を保ったりする働きがあります。 

 ビタミンＡを多く含む食べ物には、レバー、ぎ 

んだら、モロヘイヤ、にんじん、かぼちゃなどが 

あります。 

ビタミンＣ ビタミンＡ 
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冬至
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月 火 水 木 金 

3 日 4 日 5 日 6 日 7 日 

△◇あさりごはん 
 
みそしる 
△☆★●ほっけの 

ごまフライ 
 

△チキンカレー 
★◆●こまつなと 

ベーコンのサラダ 
くだもの 
 

△★◆ロールパン 
△★◆コーンシチュー 
△●あつあげサラダ 
ミニトマト 

ごはん 
☆★しょうゆおでん 
△あげポークシュウマイ 
◇のりとあさりの 

つくだに 
※北…こぶし給食なし 

△☆◇★たぬきうどん 
 
◆チーズポテト 
くだもの 
 

胚芽米 大麦 あさり しょう

が にんじん ごぼう たけの

こ しいたけ ひじき ｸﾞﾘﾝﾋﾟ

ｰｽ 油/厚揚げ 小松菜/ほっけ 

小麦粉 卵 ﾊﾟﾝ粉 ごま 油/ 

精白米 鶏肉 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/ﾍﾞｰｺﾝ(豚肉・乳・卵) 

小松菜 油 ごま/くだもの/ 

小麦粉 卵 ｽｷﾑﾐﾙｸ/ｺｰﾝ ﾊﾞﾗﾍﾞｰｺﾝ(豚

肉・乳・卵) 玉ねぎ にんじん じゃが

いも ﾊﾟｾﾘ 小麦粉 ﾊﾞﾀｰ 油 牛乳 

豆乳 ｽｷﾑﾐﾙｸ ﾁｰｽﾞ/厚揚げ しょうが 

小麦粉 でん粉 油 ｷｬﾍﾞﾂ きゅうり 

にんじん ごま油 ごま/ミニトマト/ 

精白米/豆腐入りかまぼこ うずら

卵 がんも こんにゃく にんじん 

大根 ふき 昆布/ﾎﾟｰｸｼｭｰﾏｲ（豚肉 

牛肉 鶏肉 玉ねぎ でん粉 小麦

粉 大豆）油/あさり しょうが の

り ひじき/ 

ｿﾌﾄめん えび あさり にんじん 

春菊 ごぼう 切干大根 ひじき 

小麦粉 卵 鶏肉 つと ほうれ

ん草 長ねぎ たもぎたけ しいた

け/じゃがいも ﾊﾞﾀｰ ﾁｰｽﾞ 牛乳 

ｽｷﾑﾐﾙｸ/くだもの/ 

10 日 11 日 12 日 13 日 14 日 

△●ビビンバ 
△☆★◆ちくわﾁｰｽﾞ 

つめあげ 
フルーツカクテル 
 

ごはん 
ごじる 
●かわりきんぴら 
オレンジＣゼリー 
 
※和食の日メニュー 

△★◆くろコッぺパン 
△☆◆はくさいと 

にくボールのクリームに 
△◇●あさりの 

スパゲティサラダ 
くだもの 

ごはん 
みそしる 
△☆●さんまのかばやき 
●たたききゅうり 

△◆●みそバター 
コーンラーメン 

きなこポテト 
くだもの 
 

胚芽米 大麦 豚肉 焼き豆腐 ﾒﾝﾏ 

長ねぎ しょうが にんにく ほうれん

草 にんじん もやし ごま 油 ごま

油/ちくわ ﾁｰｽﾞ 小麦粉 卵 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/ 

精白米/にんじん 大根 ごぼう 

じゃがいも 油揚げ 油 白菜 し

めじ 長ねぎ 大豆水煮 豆乳/牛

肉 あさり ごぼう にんじん 油 

ごま ごま油/ｵﾚﾝｼﾞｼﾞｭｰｽ ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌ

ﾙｰﾂｼﾞｭｰｽ ｱｾﾛﾗｼﾞｭｰｽ ｾﾞﾗﾁﾝ/ 

小麦粉 卵 ｽｷﾑﾐﾙｸ/豚ひき肉 すりみ 

焼き豆腐 玉ねぎ でん粉 白菜 にん

じん ﾏｯｼｭﾙｰﾑ ﾊﾟｾﾘ 小麦粉 ﾊﾞﾀｰ 

油 ﾁｰｽﾞ ｽｷﾑﾐﾙｸ 牛乳 豆乳/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/じゃがいも わかめ 

長ねぎ/さんま 小麦粉 でん

粉 油 しょうが ごま/きゅ

うり ごま油 ごま/ 

ｿﾌﾄﾗｰﾒﾝ 豚肉 しょうが に

んにく ﾒﾝﾏ もやし 玉ねぎ 

にんじん ほうれん草 長ねぎ 

ｺｰﾝ ﾊﾞﾀｰ ごま ごま油 油/

じゃがいも きなこ 油/くだ

もの/ 

17 日 18 日 19 日 20 日 21 日 

△★◆カレーピラフ 

 

△◆フライドチキン 

★◆●ビーンズサラダ 

 

ごはん 

けんちんじる 

△☆●ぶりの 

みそてりやき 

くだもの 

△★◆せわりコッぺパン 

ハッシュドビーフポテト 

★◆●ハムコーンサラダ 

チョコクリーム 

△ぶたどん 

 

みそしる 

★◆からしあえ 

 

△☆ごもくうどん 

かぼちゃのいとこに 

くだもの 

 

※冬至の日メニュー 
胚芽米 大麦 ﾊ ﾀ゙  ー ﾊ ﾗ゙ﾍﾞー ｺﾝ(豚肉・乳・卵) 

焼き豆腐 にんじん 玉ねぎ ﾏｯｼｭﾙｰﾑ ﾊ ｾ゚ﾘ 

油/鶏肉 牛乳 にんにく 小麦粉 でん粉 

油/金時豆 手亡豆 枝豆 ﾌ ﾚ゚ｽﾊﾑ(豚肉・乳・

卵) ｺー ﾝ ｷｬﾍﾞﾂ ごま油/ 

精白米/鶏肉 豆腐 つきこん

にゃく にんじん 大根 ごぼ

う 長ねぎ 油/ぶり 小麦粉 

でん粉 油 しょうが ごま/

くだもの/ 

小麦粉 卵 ｽｷﾑﾐﾙｸ/じゃがいも 

牛肉 玉ねぎ にんじん ﾋﾟｰﾏﾝ 

しょうが にんにく 油/ﾌﾟﾚｽﾊﾑ(豚

肉・乳・卵) ｺｰﾝ ｷｬﾍﾞﾂ ごま油／

豆乳 ﾁｮｺﾚｰﾄ ｺｰﾝｽﾀｰﾁ ｺｺｱ/ 

精白米 豚肉 小麦粉 でん粉 

油 しょうが ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ/豆腐 

わかめ 長ねぎ/ﾌﾟﾚｽﾊﾑ(豚肉・

乳・卵) 小松菜 ｷｬﾍﾞﾂ/  

ｿﾌﾄめん 鶏肉 油揚げ つと 

にんじん ほうれん草 ごぼう 

長ねぎ しいたけ たもぎたけ

/かぼちゃ 小豆 白玉もち/く

だもの/ 

24 日 25 日 
★新メニュー『呉汁』がでます！ 

12 月 11 日に呉汁がでます。みそ汁に豆乳とすりつぶした大 

 豆の水煮を入れて作ります。栄養価が高く、体の中からあたたま 

るため、昔から冬によく食べられています。コクがあるため、少 

ない塩分でおいしく食べることができます。 

 

 

 

振替休日 

△ゆであげ 

ミートソース 

スパイシーポテト 

くだもの 

 
※終業式 
ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ ｵﾘｰﾌﾞ油 油 ﾊﾟｾﾘ 

豚肉 玉ねぎ にんじん 大豆 

ﾏｯｼｭﾙｰﾑ ｾﾛﾘ にんにく 小麦

粉/じゃがいも 油/くだもの/ 

 
※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。 

 

  
 
 
 
材料（４人分）       作り方 

鶏もも肉  １２０ｇ    ① 鶏肉を一口大に切る。 
塩・こしょう・パプリ    ② 鶏肉に下味をつける。 
カ・ナツメグ  少々    ③ 小麦粉・かたくり粉を 

 にんにく    少々      つけて揚げる。 
牛乳    大さじ２    
白ワイン    少々 
小麦粉   大さじ１ 
かたくり粉 大さじ１ 
揚げ油 

 

スパイスがきいて、とてもおいしいです。鶏
肉を骨付き肉にしてもいいですね。家庭でパー
ティなどをするときに作ってみてはいかがです
か？ 


