
　　今月の献立には、酢や梅干を使った料理をとりいれました。

  　すっぱいものは、食欲をだしたり､疲れをとったりする効果があり

 ます。酢には、食材を腐りにくくする・魚の臭みをとる・肉をやわらか

 くする・塩味をやわらげる。などの働きもあります。　

　　苦手な人もいると思いますが、食べてほしいです。

　　１．じゃが芋１㎝のいちょう切り

　　　　玉ねぎ薄切り・パセリみじん切り

・じゃが芋 　　中２個 　　　　ベーコン１．５㎝くらいに切る。

・玉ねぎ 　１／２個 　　２．じゃが芋はゆでておく

・ベーコン 　　　２０g 　　　　　　　　　　（電子レンジでもO.K.）

・パセリ 　　　 少々 　　３．サラダ油を熱し、ベーコンをカリカリ

　サラダ油 小さじ１弱 　　　　に炒めて、玉ねぎを加えしんなり

　食塩 小さじ１弱 　　　　するまで炒める。②のじゃが芋も

　こしょう 適量 　　　　加え、食塩・こしょうで味をつける。

　酢 小さじ１強 　　　　仕上げに酢を加えてできあがり♡

　　細菌の活動が活発になるので、食中毒がおこりやすく 　　　ペットボトルの飲み物って、携帯にとても便利ですね。

 岡山県立烏城高校　　給食だより　 　６月号     平成２８年　６月　１日発行

　　梅雨の時期になりました。じめじめしたこの時期は、
ペットボトル飲料　便利だけど…

　気温が高く湿気の多い日が続きます。

　なります。衛生に気をつけて、元気に生活しましょう　(^^)/ 　　　飲み切れなくてもフタができるから、カバンの中にも入るし。

（栄養教諭　こたか） 　　　みなさん、開封してからどのくらいで飲みきっていますか？
　　　口をつけて飲むと口の中にいる細菌がペットボトルの中に　
　　入ってしまい、温度と開封することで入る空気・飲料の中の

　　糖分などが栄養となり、細菌が、増えてしまうのです。
　　　温かいところには置かず、なるべく保冷し、早めに飲み切る
　　ようにしましょう。

～今月の一品　ジャーマンポテト～　（６/１５予定）

（ 材料　4人分 ）

【クイズ１の答え】　②大豆…大豆にはたんぱく質が多く含まれています。
【クイズ２の答え】　①うめ…梅の実を塩漬けにした後日干しにしたものです。

残量調査を実施します
６月１３日～１７日の一週間、文部科学省からの依

頼で残量調査を行います。 献立は基準にあった

ものか？どれぐらい食べたか？などを調べて、今

後に活用しようというものです。片付けに手間がか

かりますがよろしくお願いします。



考査 ぶっかけうどん 　　牛乳 　ゆかり和え 796 kcal

17:30 テンペ入りかき揚げ　　　果物（びわ） 27.4 g

考査 麦ごはん　　 のり佃煮 牛乳 小松菜　にんじん　ねぎ　ごぼう 米　麦　サラダ油　里芋 819 kcal

17:30 サバの塩焼き 青菜の卵とじ 豚汁 こうや豆腐　卵　豚肉　油あげ　赤みそ 三温糖 36.8 g

考査 ビビンバ 　　　　　 　牛乳 835 kcal

17:30 赤みそ 33.3 g

わかめごはん 牛乳 822 kcal

36.7 g

スイートポテトパン　牛乳　　チキンのトマト煮 837 kcal

そえ野菜　　クリームスープ　　冷凍みかん 30.3 g

麦ごはん 牛乳 マーボー春雨 825 kcal

28.4 g

ごはん     牛乳　　　　魚の石垣揚げ 795 kcal

すまし汁 30.5 g

10 金 牛乳 832 kcal

コールスローサラダ　　　　　　　　 ヨーグルト 28.6 g

18:20 麦ごはん 牛乳 八宝菜 838 kcal

残量調査 いしもちじゃこ 34 g

18:20 麦ごはん あじつけのり 牛乳 牛乳　さわら　大豆　ひじき　平天 キャベツ　小松菜　干ししいたけ　にんじん 米　麦　サラダ油　三温糖　上白糖 818 kcal

魚の照り焼き ごま和え 大豆の磯煮 味付けのり いんげん　こんにゃく　ごぼう すりごま　じゃが芋　黒砂糖 35.9 g

18:20 牛乳 829 kcal

 修学旅行 26.1 g

18:20 ごはん ふりかけ 牛乳 830 kcal

 修学旅行 豆腐　卵 34.5 g

18:20 ピラフ 牛乳 一口ゼリー 820 kcal

 修学旅行 32.6 g

18:20 麦ごはん 牛乳 杏仁豆腐 790 kcal

29.8 g

18:20 838 kcal

31.9 g

ごはん　　　 　 牛乳 もずく酢 811 kcal

24.8 g

麦ごはん 牛乳 827 kcal

から揚げ そえ野菜 みそ汁 31.9 g

米粉パン　　　ジャム 牛乳 牛乳　卵　粉チーズ　ホキ　ベーコン パセリ　きゅうり　キャベツ　グリーンアスパラ米粉パン　ジャム　小麦粉　上白糖 818 kcal

魚のピカタ　　グリーンサラダ　　ミネストローネ 玉ねぎ　トマト　にんじん　ピューレ　セロリーオリーブ油　マカロニ 35.4 g

麦ごはん　　　牛乳　　　魚の梅フライ 牛乳　卵　いわし　がんもどき ねり梅　しその葉　キャベツ　干ししいたけ　 米　麦　天ぷら油　パン粉　小麦粉 828 kcal

蒸しキャベツ 　　　　炒り煮 とり肉 枝豆　たけのこ　ごぼう　にんじん　こんにゃく三温糖　サラダ油　じゃが芋 34.8 g

そぼろごはん 802 kcal

29.3 g

あっさり中華めん 牛乳 831 kcal

31.2 g

847 kcal

33.8 g

　平成　２８年　６月　　　献立予定表

日 曜
給食
時間

献立名
主要材料 エネルギー

にんじん　キャベツ　ゆかり　いんげん　びわ　

2 木
牛乳　のり佃煮　さば　中みそ

主に体をつくる 主に体の調子を整える 主に熱や力のもとになる たんぱく質

1 水
牛乳　のり　いか　テンペ　干しひじき ねぎ　しょうが　だいこん　玉ねぎ　かぼちゃ うどん　でん粉　米粉　天ぷら粉

3 金
牛乳　牛肉　錦糸卵　わかめ　豆腐　 もやし　チンゲンサイ　にんにく　にら 米　三温糖　ごま油　ごま

わかめスープ　　　　　　　　プリン エリンギ　たまねぎ　にんじん 焼きプリン

7 火 18:20
牛乳　とり肉　ベーコン 玉ねぎ　エリンギ　にんじん　キャベツ

6 月 18:20
牛乳　わかめ　豚肉　中みそ　赤みそ にんじん　えだまめ　ねり梅　しょうが

スイートポテトパン　コーン　ルウ

パセリ　しめじ　冷凍みかん じゃが芋　インゲン豆ペースト

豚肉の梅の香煮　　　みそ汁　　　果物（すもも） こんにゃく　ねぎ　玉ねぎ　すもも じゃが芋　

米　麦　サラダ油　三温糖　ふ

揚げぎょうざ　　　トマト 赤みそ 干ししいたけ　トマト 天ぷら油
8 水 18:20

牛乳　えび　豆腐　豚肉　ぎょうざ にんじん　小松菜　玉ねぎ　筍　しょうが 米　麦　三温糖　ごま油　でん粉

9 木 18:20
牛乳　ホキ　豆腐　卵　豆腐　昆布 にんじん　きゅうり　えのき　玉ねぎ　ねぎ 米　天ぷら油　天ぷら粉　ごま

千草和え キャベツ　もやし　 じゃが芋

いしもちじゃこの甘酢味　　　       原宿ドック キャベツ　玉ねぎ　にんじん　筍　 三温糖　天ぷら油    原宿ドック

14 火

球技大会 ヨーグルト しょうが　にんにく　キャベツ　きゅうり パン粉　上白糖

13 月
牛乳　豚肉　いか　えび　うずら卵　 チンゲンサイ　しょうが　きくらげ　もやし 米　麦　でん粉　ごま油　じゃが芋

17:30
ドライカレー 牛乳　牛肉　豚肉　大豆タンパク 玉ねぎ　ピーマン　マッシュルーム　にんじん 米　カレールウ　サラダ油

ジャーマンポテト　　　　ミックスフルーツ ﾏｯｼｭﾙｰﾑ　ﾊﾟｾﾘ　冬瓜　ﾐｶﾝ缶　ﾊﾟｲﾝ　黄桃 じゃが芋　カットゼリー

16 木
牛乳　ひじきふりかけ　鮭　中みそ 赤ピーマン　ピーマン　しめじ　玉ねぎ　 米　バター　でん粉　じゃが芋

15 水
トマトソースめん 牛乳　とり肉　ベーコン　粉チーズ にんじん　玉ねぎ　ﾄﾏﾄ　ｾﾛﾘｰ　ｹﾁｬｯﾌﾟ　ﾋﾟｭｰﾚ ソフト麺　サラダ油　ハヤシルウ

魚のちゃんちゃん焼き　　　　　にらたま汁 キャベツ　もやし　にら　えにきだけ　にんじん 三温糖　

17 金
牛乳　とり肉　ベーコン　 玉ねぎ　赤ピーマン　ピーマン　しょうが 米　コーン　もち麦　バター　じゃが芋

21 火
ごはん　　　   牛乳　 　　魚のマヨネーズ焼き　　　牛乳　鮭　粉チーズ　ベーコン　油あげ パセリ　ねり梅　玉ねぎ　ﾋﾟｰﾏﾝ　ｷｬﾍﾞﾂ　ねぎ

チキンのスパイス焼き　　　もち麦入りスープ 小松菜　キャベツ　にんじん でん粉　一口ゼリー

20 月
牛乳　豚肉　とうふ　もずく　たまご きくらげ　にんにく　しょうが　ピーマン　にら 米　麦　サラダ油　でん粉　三温糖

米　マヨネーズ　サラダ油　コーン

スパゲティソテー　　　花切りだいこんのみそ汁 中みそ　豆腐　赤みそ にんじん　ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ　花切りだいこん　ｹﾁｬｯﾌﾟ コーン　スパゲッティ

豚肉のオイスターソース炒め　　もずくスープ にんじん　筍　こんにゃく　玉ねぎ ごま油　じゃが芋　杏仁豆腐　

米　サラダ油　三温糖　コーン

22 水 18:20
牛乳　牛肉　ちりめん　もずく こんにゃく　にんじん　玉ねぎ　いんげん　 米　じゃが芋　サラダ油

肉じゃが　　即席漬け物　　果物（冷凍みかん） たくあん　キャベツ　冷凍みかん 黒砂糖　三温糖　すりごま

赤みそ かぼちゃ

24 金 18:20

23 木 18:20
牛乳　とり肉　中みそ　わかめ　油揚げ しょうが　キャベツ　もやし　にんじん　ねぎ 米　麦　サラダ油　小麦粉

かみかみポテト　　　果物（すいか） かえりちりめん しょうが　すいか

27 月 18:20

28 火 18:20
　　　　　　　 牛乳 牛乳　大豆　豚肉　とり肉　豆腐 しょうが　いんげん　ごぼう　にんじん　ねぎ

じゃが芋　天ぷら油

きゅうり　もやし　にんじん　干しいたけ 中華麺　サラダ油　でん粉　黒砂糖

かみなり汁　　　　　　　果物（冷凍ピーチ） 赤みそ　中みそ 玉ねぎ　こんにゃく　かぼちゃ　冷凍ピーチ ごま油

30 木 18:20 《　焼き肉定食　》
牛乳　牛肉　豆腐　中みそ　赤みそ

29 水 18:20
牛乳　豚肉　大豆　茎わかめ　

チンゲンサイ　玉ねぎ　キャベツ　にんじん 米　麦　サラダ油　

油あげ もやし　ねぎ　梅干し


