１２月

給食だより
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かぜの流行する季節になりました。しっかり予防して、寒い冬も元気に過ごしましょう。

発熱や下痢の
症状が出ている
時は、体から多く
の水分が失われ
ています。そのた
め、脱水に気をつ
けて水や茶、ジュ
ース、スポーツド
リンクなど、飲み
やすいものを選
んで水分補給を
しましょう。

12 月から 1 月にかけては、日本古来の様々な行事があります。今年の「冬至」は 12
月 22 日です。冬至とは１年で一番昼が短くなる日のことです。この日はゆず湯に入って
かぼちゃを食べる風習があります。これは、昔まだ、冷蔵庫などなかった時代、野菜のと
れなくなる冬に、保存のきくかぼちゃがビタミン源として重要な野菜だったためだと言わ
れています。寒い冬を元気に乗り切るための昔の人の知恵です。給食では 17 日に「かぼ
ちゃのいとこ煮」を作ります。行事食は昔の人が家族の健康を願い作り続けてきたもので、
ひとつひとつに意味があります。四季を問わず食材が
手に入る現代では、わざわざ食べる必要は（栄養面では）
ないのかもしれません。でも、先人の知恵と思いを受け
継ぎ伝えていくことも給食の役割の一つです。子どもた
ちに「味の記憶」として心に残して欲しいと思います。

栄中学校

月

火

2
豚すき丼
みそ汁’（大根・油揚）
りんご

3

豚肉 白滝 玉ねぎ た
けのこ たもぎ茸 ほう
れん草 ／大根 油揚げ

9

水

木

金

4
ごぼうピラフ
十勝大豆コロッケ
中華サラダ

5
ご飯
酢豚
ひじき入春巻き
小魚の佃煮

6
黒角食
ベーコンシチュー
あさりのカリッとサラダ
パイン缶

豚肉 生姜 にんにく メ
ンマ もやし 人参 玉ね
ぎ 白菜 長ねぎ ほう
れん草 塩わかめ ごま
油 白ごま／さつまいも
小麦粉 卵 牛乳

胚芽精米 米粒麦 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 ／
ハム 春雨 きゅうり も
やし 人参 ごま油 白
ごま

豚肉 生姜 うずら卵
玉ねぎ 人参 たけのこ
干しいたけ ピーマン ／
かたくちいわし煮干し 刻
み昆布

ベーコン じゃがいも 玉
ねぎ 人参 パセリ 小
麦粉 バター 牛乳 豆
乳 チーズ スキムミルク
／ あ さ り 生 姜 小麦 粉
きゅうり キャベツ 人参
ごま油 白ごま

10
広東めん
きなこポテト
みかん

11
とりめし
柳葉魚の天ぷら
ごま和え

12
ご飯
コーンクリームスープ
おろしハンバーグ
りんご

13
コッペパン
イタリアンスープ
ローストチキン
マセドニア

鶏肉 焼き豆腐 切干し
大根 白ごま 生姜 ご
ぼう 人参 油揚げ ひ
じき 一味唐辛子／高野
豆腐 塩わかめ 長ねぎ
／小松菜 もやし 切り
のり

豚肉 生姜 にんにく え
び イカ 玉ねぎ もやし
白菜 人参 たけのこ メ
ンマ 干しいたけ 黒きく
らげ チンゲン菜 ごま油
／じゃがいも きな粉

胚芽精米 米粒麦 鶏肉
生姜 玉ねぎ ／ ししゃ
も（オス）小麦粉 卵
／小松菜 もやし 白すり
ごま

ホールコーン クリームコ
ーン ベーコン 玉ねぎ
人参 パセリ 小麦粉
バター 豆乳 牛乳 スキ
ムミルク チーズ ／ 大
根 生姜

ベーコン じゃがいも 玉
ねぎ 人参 ホールコーン
パセリ マカロニ
／鶏肉 ／みかん缶 なし
缶 白桃缶 黄桃缶 ぶ
どう缶 オレンジジュース

16

17
肉うどん
かぼちゃのいとこ煮
みかん

18
カレーピラフ
竹輪の｢チーズ詰揚
フルーツミックス

19
ご飯
さつま汁
鮭の味噌マヨネーズ焼
おかかふりかけ

20
背割りコッペ
コーンシチュー
フランクフルト
チーズ
紅まどんな

豆腐 豚肉 生姜 にん
にく 人参 長ねぎ 干
しいたけ 豆板醤 一味
唐辛子 ごま油 ／
ほうれん草 白菜 糸か
つお

豚肉 油揚げ つと 人
参 ほうれん草 長ねぎ
干しいたけ たもぎたけ
一味唐辛子 ／ 南瓜
あずき 白玉もち

胚芽精米 米粒麦 バタ
ー カ レー 粉 ベ ー コ ン
焼き豆腐 人参 玉ねぎ
グリンピース ／白竹輪
チーズ 小麦粉 卵 ／
みかん缶 パイン缶 黄
桃缶 なし缶 夏みかん
缶

豚肉 さつまいも 豆腐
板こんにゃく 人参 大
根 ごぼう 長ねぎ 生
姜 一味唐辛子 ／鮭
白みそ マヨネーズ パ
セリ／しらす干し 糸か
つお 切りのり 白ごま

ホールコーン クリーム
コーン ベーコン 玉ね
ぎ 人参 じゃがいも
パセリ 小麦粉 バター
スキムミルク チーズ
牛乳 豆乳 ／ポークフ
ランク ／チーズ

23

24
パスタミートソース
ストローポテトサラダ
アイスクリーム

25
炊き込みいなり
さんまの竜田揚げ
生姜あえ

豚肉 大豆水煮 玉ねぎ
マッシュルーム セロリ
にんにく 生姜 パセリ
カレー粉 デミグラスソー
ス／ハム キャベツ きゅ
うり ホールコーン じゃ
がいも 白ごま

胚芽精米 米粒麦 油揚
げ 人参 干しいたけ
ひじき 白ごま のり
／さんま 生姜 小麦粉
／小松菜 もやし 生姜

和風そぼろご飯
味噌汁
磯和え

ご飯
マーボー豆腐
揚えびしゅうまい
おひたし

カレーライス
小松菜とベーコンの
サラダ
紅まどんな
豚肉 じゃがいも 人参
玉ねぎ セロリ りんご
生姜 にんにく グリンピ
ース 小麦粉 カレー粉
／ベーコン 小松菜 も
やし 白ごま」

塩ラーメン
おさつフリッター
みかん

＊牛乳 200ｍｌが毎日つきます。
＊献立は諸事情により変更することもあります。 ＊くだものは、八百屋さんと入荷状況を相談してから確定しま
す。変更することもあります。＊わかめやしらす干しなどには、エビ・カニが混入していることもあります。
＊調味料などは重複するため省略しています。＊１１日ししゃもの天ぷらは国産のオスを予定していますが、未熟な
メスが混入していることもあります。＊２４日アイスクリームは卵使用のタイプを予定しています。
＊冷凍食品等の詳細な成分表が必要な方は学校までお問い合わせください

