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寒くなると、風邪やインフルエンザ、ノロウイルスなどの感染症が流行しやすくなります。

手洗いの徹底とともに、栄養や睡眠をしっかりとって体調を整え、感染症に負けない体をつくりましょう。

新型コロナウイルスの流行により、こまめな手洗いが習慣化している

と思いますが、ついつい雑になっていませんか？ せっけんをつけて

丁寧に洗うことを心がけましょう。

感染症を予防するには、免疫機能（細菌やウイルスなどから体を守る仕組み）を正常に働かせることが重要です。

栄養バランスの良い食事を基本に、抗酸化作用のある「ビタミンA・C・E」を含む食品を取り入れましょう。

※抗酸化作用…免疫機能の低下を引き起こす「活性酸素」の発生や働きを抑える作用のこと。

「冬至」に、かぼちゃを食べると風邪をひかないという言い伝えがありますが、かぼちゃはビタミンA・C・Eを含む、

まさに風邪予防にぴったりの食べ物です。夏に収穫されますが、冬まで保存することができ、昔から冬の貴重な

ビタミン源として利用されてきました。

色の濃い野菜、レバー、ウナギに

多く含まれる

野菜、果物、いも類に多く含まれる 色の濃い野菜、種実類、魚介類、

植物油に多く含まれる

指先や親指の付け根、

手首など、洗い残しの

多い部分は念入りに！

泡や汚れが残らないよう、

しっかりと洗い流します。

水分はそのままにせず、

清潔なハンカチやタオル

でふきましょう。

イエス・キリストの誕生を祝うキリスト教の行事。日本では宗教に関係なく、

チキンやケーキを食べたり、プレゼントを交換したりと楽しいイベントになって

いますが、ヨーロッパでは重要な行事に位置付けられ、伝統的なクリスマス料理で

お祝いします。下のような、ドライフルーツ入りの伝統菓子を食べる風習もあります。



※「詳細献立表」には、使用する食材と、アレルギー表示義務のある７品目及び下記の品目について表示しています。

※醤油、特濃酢、酢に含まれる「小麦」は表示しておりませんが、微量の小麦成分が含まれております。

※あおさ、もずく、ひじき、しらす、チリメン、カエリなどは収穫の際、「えび・かに」が混ざる可能性があります。

※2枚貝には「かに」が共存しています。

※揚げ油は、3～4回程度同一の油を使用しています。

※給食を食べる前に、必ず内容を確認してください。

※材料、天候等により、献立を変更する場合があります。

※詳しい情報が必要な方、またご不明点がある場合は給食室までお問合せください。

黒糖パン

豆乳チャウダー

魚のトマトソース焼き

ベジタブルソテー

あわごはん

マーボー豆腐

餃子

イカと野菜の梅肉和え

麦ごはん

ヌンクーグヮー

魚ゆずみそ焼き

くだもの

あみパン

冬野菜の
ミートボールシチュー

ごぼうとナッツのサラダ

いちごジャム

キムタクチャーハン

ワンタンスープ

チキンの照り焼き

くだもの

表示義務（特定原材料）７品目

卵、乳、小麦、落花生（ピーナッツ）、えび、そば、かに

日 曜日 こ　ん　だ　て

（あか） （きいろ） （みどり）

調味料おもに体をつくる おもにエネルギーの おもに体の調子を

もとになる食品 もとになる食品 整えるもとになる食品

1 木

黒糖パン（小麦,乳）

ベーコン こめ油 ブロッコリー,カリフラワー,
人参,ヤングコーン,
にんにく

しょうゆ,シママース,
こしょう

豆乳,鶏肉,ベーコン,
白花豆,
白いんげん豆,
脱脂粉乳(乳)

じゃがいも,こめ油 人参,たまねぎ,
パセリ,にんにく

ホワイトルウ（小麦,乳）,
シママース,こしょう,
素材力鶏だし

ホキ,チーズ(乳) たまねぎ,パセリ トマトソース,
シママース,こしょう

餃子（小麦）

イカ,糸けずり 三温糖 人参,きゅうり,大根 梅肉,特濃酢

2 金

米,もちきび

木綿豆腐,豚肉,
豚レバー,赤みそ,
粒状大豆タンパク

ごま油,でん粉 人参,たまねぎ,にら,
たけのこ,椎茸,きくらげ,
しょうが,にんにく

チリソース,豆板醤,
テンメンジャン（小麦）,
オイスターソース（ｶｷｴｷｽ）,
ｼﾏﾏｰｽ,こしょう,木戸中華
(小麦,乳),ポークブイヨン

6 火

米,麦

温州みかん

豚肉,厚揚げ,
結び昆布

こめ油 大根,椎茸,人参,
板こんにゃく,いんげん

しょうゆ,料理酒,
シママース,花かつお

さわら,赤みそ,
白みそ,ゆずみそ

三温糖 みりん,料理酒

ハム アーモンド,三温糖,
ノンエッグマヨネーズ

ごぼう,人参,きゅうり しょうゆ,ミツカン酢

イチゴミックスジャム

7 水

あみパン（小麦,乳）

ミートボール（小麦）,
脱脂粉乳(乳),
生クリーム（乳）

じゃがいも,こめ油 人参,たまねぎ,大根,
マッシュルーム,コーン,
白菜,ほうれん草,にんにく

白ワイン,ホワイトルウ
（小麦,乳）,シママース,
こしょう,鶏ガラ（卵）

8 木

豚肉 米,ごま油,ごま,こめ油 白菜キムチ,たまねぎ,
人参,きくらげ,ねぎ,
たくあん（小麦）

しょうゆ,料理酒,キムチ味,
ポークブイヨン,シママース

りんご

ワンタン（小麦）,でん粉 人参,白菜,椎茸,
きくらげ,パクチョイ,
しょうが,にんにく

しょうゆ,シママース,
木戸中華(小麦,乳),
鶏ガラ（卵）

鶏肉 三温糖 しょうが,にんにく しょうゆ,みりん,料理酒



煮込みうどん

さつまいも天ぷら

和風マヨ和え

★エクレア

あわごはん

じゃがいものみそ汁

チキン南蛮

白菜おかか和え

ちゃんぽん麺

切干大根のサラダ

中華風カステラ

ゆかりごはん

魚そうめん汁

厚揚げの
大根おろしがけ

もやしと竹輪の
ごまひじき和え

麦ごはん

かしわ汁

野菜炒め

豚肉かりん揚げ

麦ごはん

クーリジシ

マーミナーチャンプルー

油みそ

焼きのり

ツナ,糸けずり ごま,三温糖,
ノンエッグマヨネーズ

ブロッコリー,人参,コーン しょうゆ,シママース

ソフトエクレア
（小麦,卵,乳）

9 金

豚肉,油揚げ,なると うどん（小麦）,
こめ油,でん粉

人参,たまねぎ,白菜,
パクチョイ,きくらげ,
椎茸,長ねぎ,しょうが

しょうゆ,みりん,
シママース花かつお

さつまいも天ぷら
（小麦）,揚げ油①

12 月

米,もちきび

糸けずり 三温糖 白菜,きゅうり,人参,もやし しょうゆ,シママース,
ミツカン酢

わかめ,油揚げ,
白みそ,赤みそ

じゃがいも たまねぎ,人参,ねぎ 花かつお

鶏肉 小麦粉,でん粉,
揚げ油②,三温糖,
ノンエッグマヨネーズ

しょうが,にんにく,
たまねぎ,ピクルス

シママース,こしょう,
料理酒,ミツカン酢,しょうゆ

卵,牛乳 サーターアンダギー粉
（小麦,乳）,はちみつ,
こめ油

しょうゆ,
ベーキングパウダー

13 火

なると,豚肉 中華麺（小麦）,
でん粉,ごま油

人参,たまねぎ,たけのこ,
椎茸,きくらげ,白菜,
長ねぎ,コーン,
しょうが,にんにく

鶏ガラ（卵）,シママース,
しょうゆ,木戸中華(小麦,乳),
ポークブイヨン,こしょう

かまぼこ ごま,ごま油 切干大根,人参,
もやし,きゅうり

しょうゆ,ミツカン酢,
シママース

15 木

米 ゆかり

ひじき,ちくわ ごま,三温糖,ごま油 もやし,人参,きゅうり しょうゆ

鶏肉,魚そうめん 人参,だいこん,しめじ,
長ねぎ,しょうが

花かつお,シママース,
しょうゆ

厚揚げ 三温糖 だいこん みりん,しょうゆ,花かつお

豚肉,厚揚げ,
ちきあぎ,糸けずり

こめ油,ごま油 キャベツ,人参,
たまねぎ,もやし,
きくらげ,からし菜

シママース,こしょう,しょうゆ

豚肉 三温糖,小麦粉,ごま,
でん粉,揚げ油➂

しょうが しょうゆ

16 金

米,麦

鶏肉,結び昆布 大根,人参,
小松菜,しょうが

しょうゆ,シママース,
花かつお

19 月

米,麦

赤みそ,豚肉,糸けずり 三温糖,こめ油 しょうが 料理酒,みりん

味付のり（小麦）

豚肉,卵 切こんにゃく,椎茸,
きくらげ,とうがん

しょうゆ,シママース,
花かつお

木綿豆腐,ちきあぎ,
コンビーフハッシュ

こめ油 もやし,人参,ピーマン しょうゆ,シママース,
こしょう

Ｑ１・・・Ａ（この日以降、太陽が出ている時間が少しずつ長くなるため、

昔の人は「太陽がよみがえる日」だと信じていた）

Ｑ２・・・Ｂ（別名で「なんきん」ともいう。「西瓜」はスイカ）

Ｑ３・・・Ｂ（「う」のつく食べ物は、夏の土用の丑の日に食べる風習がある）

Ｑ４・・・Ｂ（柚は香りが強いことから「邪気をはらう」意味でも使う風習がある）

食育の日

(毎月19日)

１年Ａ組

リクエスト １年Ａ組(１０月給食準備１位)



麦ごはん

ニラと卵のスープ

牛肉とチンゲン菜の
中華炒め

ジャンボシューマイ

ナン

ドライカレー

ヌードルスープ

魚のバジル焼き

くだもの

冬至ジューシー

チムシンジ

きびなごの南蛮漬け

くだもの

ミートスパゲティー

ポテトカップグラタン

カラフルサラダ

クリスマスチョコケーキ

牛肉 でん粉,こめ油,ごま油 チンゲンサイ,椎茸,
きくらげ,人参,たまねぎ,
たけのこ,ヤングコーン,
しょうが,にんにく

料理酒,しょうゆ,シママース,
ポークブイヨン,こしょう,
木戸中華(小麦,乳)

シューマイ（小麦,乳)

20 火

米,麦

卵,鶏肉 でん粉 人参,えのき,
たまねぎ,にら

シママース,こしょう,しょうゆ,
木戸中華(小麦,乳),
鶏ガラ（卵）

21 水

ナン（小麦）

ホキ シママース,こしょう,
バジルソテーソース（小麦）

りんご

豚肉,牛肉,豚レバー,
粒状大豆タンパク

じゃがいも,こめ油 たまねぎ,人参,ピーマン,
にんにく,しょうが

りんごピューレ,カレー粉,
シママース,
カレーフレーク（小麦）,
カレールウ（小麦,乳）,
ウスターソース,
ポークブイヨン

ベーコン スパゲッティ（小麦）,
こめ油

人参,たまねぎ,にんにく
セロリー,パセリ,トマト

シママース,こしょう,
素材力鶏だし

温州みかん

22 木

豚肉,昆布,かまぼこ 米,田芋,ごま,こめ油 人参,あお豆 シママース,しょうゆ,
料理酒,花かつお,
ポークブイヨン

豚レバー,豚肩ロース,
赤みそ,白みそ

じゃがいも 人参,大根,長ねぎ 花かつお

23 金

豚肉,牛肉,蒸し大豆,
粉チーズ（乳）

スパゲティ（小麦）,
三温糖,こめ油

たまねぎ,人参,
マッシュルーム,セロリー,
ピーマン,トマト,パセリ,
にんにく

トマトピューレ,ケチャップ,
ウスターソース,白ワイン,
シママース,こしょう

お米deクリスマス
チョコケーキ

ポテトカップグラタン
（乳,小麦）

とりささみ キャベツ,きゅうり,
赤ピーマン,人参,コーン

イタリアンドレッシング

きびなご 小麦粉,でん粉,ごま
揚げ油④,三温糖

きゅうり,長ねぎ しょうゆ,ミツカン酢,
七味唐辛子

Ｑ１.冬至は、1年のうちでもっとも何が短い日のこと？

Ｑ２.冬至に食べると長生きするといわれる

「かぼちゃ」、漢字で書くと？

Ｑ３.冬至に食べるとよい食べ物の名前には、何がつく？

Ｑ４.冬至の日にお風呂に入れると、

風邪をひかないといわれるものは？

←こたえはとなりのページで確認してね!!

クリスマス

献立

(12月25日)

冬至献立

(12月22日)


