
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ととのえ、感染症に負けない体をつくりましょう。

色の濃い野菜、レバー、ウナギに

多く含まれる

新型コロナウイルス感染症の流行により、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。

感染症の予防には、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。

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

「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されてきま

した。

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。

給食では、少し早いですが１２月２２日に「クリスマスケーキ」がつきます。お楽しみに。

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。
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618 もやしとハムのあえもの

大学いも あずきかぼちゃ団子
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骨まで食べられます

◎牛乳は毎日つきます。なお、献立は都合により変更することがあり
ますのでご了承願います。

骨に注意

骨まで食べられます

骨に注意

こんだて

4年生赤毛米

北広島市は寒地稲作発祥の地です。北海道での米作りはできないといわ

れていた頃（今からおよそ１５０年前）、中山久蔵さんが米づくりにチャレンジし

たのがここ北広島市でした。明治4年、『赤毛種』という寒さに強い稲の試作を

始めました。田んぼの水温を一定に保つために朝も夜も風呂の湯を運び続

け、たくさんの苦労と失敗を重ね、明治６年秋に初め

て米を収穫することができたそうです。

島松駅逓所へ行くと、その水田跡を見ることができ

ます。

給食では７日(水)に北広島の歴史を学習している

４年生のみなさんに『赤毛米』を提供します。

北海道寒地稲作発祥の地

★1３日(火)に使用する有機じゃがいもと有機人参は北広島産です。

★食品名が太字になっているものは北広島産です。

★米は全量北広島産を使用しています。

少し早い

骨に注意

今月の平均栄養価
たんぱく質：25.7ｇ 脂質：19.7% 塩分2.5ｇ

北広島市の姉妹都市である広島県の「東広島市」で給食に提

供されている「ひろしまチキチキレモン」が登場します。鶏肉

バージョンの「酢豚」のような料理で、広島県産の青ねぎとレ

モン果汁を使用しています。この日は、北海道の郷土料理「石

狩汁」もあるので、北海道と広島県のコラボ給食になります♪

いわしはえび・かにを
食べており、のりはえ
び・かにの生息域で
採取されています。

姉妹都市
東広島市との
給食交流献立


