
　長期にわたる休みに入ると、開放感からか不規則な生活になってしまいがちです。

休み前と同じように早寝・早起きをして、朝ごはんをきちんと食べ、体のリズムが

乱れないように心がけましょう。また、冷たいもののとりすぎは胃に負担がかかり

食欲低下の原因になります。体を冷やしすぎないようしましょう。
（栄養教諭　こたか）

岡山県立烏城高等学校
平成２８年　７月１９日発行

夏休みの食生活のすごし方



材料はなんでもＯ.Ｋです ～ジャーマンポテト～
肉 ①野菜は一口大に切る。にんにく･しょうがはみじん切り。 ・じゃが芋 　　中２個 　　①じゃが芋１㎝のいちょう切り

かぼちゃ ②鍋を熱してサラダ油をひき、肉・しょうが・にんにくを炒める。 ・玉ねぎ 　１／２個 　　　　玉ねぎ薄切り・パセリみじん切り

なす 　　カレー粉 　　このときにカレー粉をふり入れる。 ・ベーコン 　　　２０g 　　　　ベーコン１．５㎝くらいに切る。

にんじん 　　サラダ油 ③野菜も炒める。（青い物は後でいれたほうがいいかな） ・パセリ 　　　 少々 　　②じゃが芋はゆでておく

ピーマン 　　ルウ ④水を入れ煮えたらルウ･ケチャップ・しょう油を入れる 　　　　　　　　　　（電子レンジでもO.K.）

おくら ケチャップ ④味を調えたらできあがり♪ 　サラダ油 小さじ１弱 　　③サラダ油を熱し、ベーコンをカリカリ

えだまめ 　　塩こしょう 　食塩 小さじ１弱 　　　　に炒めて、玉ねぎを加えしんなり

にんにく しょう油 　こしょう 適量 　　　　するまで炒める。②のじゃが芋も

しょうが ☆暑い時期は少し辛めのルウを使うとおいしいです。 　酢 小さじ１強 　　　　加え、食塩・こしょうで味をつける。

　　　　仕上げに酢を加えてできあがり♡

・ベーコン　　　　      １枚 ～ポトフー～
・にんじん　         　 2 ㎝　　①ゴーヤは半分に切り中の白いわたをていねいにとる。 ・豚　肉　　　　　  ４０ｇ 　　・コンソメ　　　　　　 １個と1/2

・ゴーヤ　　　　     2/3本　　　　３㎜くらいに切る。苦みが気になる人は塩でもんでおく。 ・ウインナー　　　２０ｇ 　　・水　　　　　　　　　 ２００cc

・キャベツの葉　 　大1枚　　②にんじん･キャベツはたんざく切り。ベーコンは１㎝に切る。 ・じゃがいも　　 1/2個　　 　　・うすくちしょう油　　小さじ１

・もやし　 　　　　80g 　　③ごま油を熱し、しょうが・にんじん･ベーコン・ゴーヤを炒め ・にんじん　　　　 ３０ｇ 　　・塩、こしょう　　   　適　量

・しょうが   小１かけ 　　　　炒まったらキャベツ・もやしを加えて炒めて、味をつける。 ・たまねぎ　　　 1/2個
　ごま油 小さじ１弱 ・キャベツ  葉        ４枚
　ｵｲｽﾀｰｿｰｽ          8g 　☆卵でとじてもおいしいです。 ①　豚肉・ウインナー・野菜を一口大に切る。

　酒    小さじ1弱 　☆ゴーヤは火を加えても壊れにくいビタミンCが ②　鍋にコンソメと水を入れて煮込む。

　しょう油    大さじ1/2 　 　たっぷり♪夏ばて防止てすよ♡

　食塩 少々 　「火にかけた鍋」という意味です。

・なす　　　　　　小１本 　　①なす・ｽﾞｯｷｰﾆは、１㎝幅。玉ねぎは、1.5㎝角に切る。

・玉ねぎ　　　　　  １個 　　　 ﾄﾏﾄ・黄ﾋﾟｰﾏﾝは、ざく切りにする。 　　①にんじんは、短冊切り・ごぼうは

・ズッキーニ　　1/２本 　　②ｵﾘｰﾌﾞ油を熱し、野菜を炒め、トマトと調味料を入れ サラダ油　5g 　　　　ささがき・玉ねぎ1㎝のくし切り

・黄ピーマン　　1/2個 　　　煮込む。 酒　　　  10g 　　　　ねぎは、1㎝に切る。

・にんにく　　　  １かけ　 砂糖　　 15ｇ 　　②サラダ油を熱し、肉・野菜・こん

・トマト　　　　　　1/2個 　食塩　　  少々 しょう油　25ｇ　　　　にゃくを炒めて、調味料を入れ

・ﾄﾏﾄｼﾞｭｰｽ　　　５０cc 　こしょう　 少々 酢　　　  10g 　　　　味をつける。仕上げに唐辛子♪

　　ｵﾘｰﾌﾞ油　　　４ｇ 　しょう油　少々 唐辛子　少 　々　③ご飯の上にのせていただきます。

　　ﾜｲﾝ 　　　４ｇ

・にんにく  　    　  １かけ
・葉ねぎ　　　　  　 　２本

　　　　　☆ラタトゥユは、フランス・プロバンス地方の煮込み料理です。 ☆ピリ辛は、食欲が落ちているときでもおいしく食べられますよ♪

・しょうが　　    　  １かけ

（ 材料　4人分 ）

☆ポトフは、フランスの田舎料理です。

～ラタトウイュ～
（ 材料　4人分 ）

～ピリ辛豚丼～
（ 材料　4人分 ）

・豚　肉　　　  　　２５０ｇ
・にんじん　　　    1/3本
・玉ねぎ　　             1個　　
・ごぼう　　　　      １０㎝
・切りこんにゃく  １００ｇ

～ゴーヤチャンプルー～ （ 材料　4人分 ）

長い休みです。料理をしてみませんか？ 夜間部の給食に取り入れたメニューの一部です

～夏野菜のカレー～ （ 材料　4人分 ）

☆真夏の太陽を浴びて育った野菜は栄養満点♡



　スタッフは、フウフウいいながら真っ赤な顔をして給食を作っています。 暑さに負けないためにも規則正しい食事をしましょう
「ごちそうさま～」｢おいしかったよ｣の声にはげまされて、毎日がんばっ

 ています♪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（栄養教諭　こたか）

 岡山県立烏城高校　　給食だより　 　    
平成２８年　７月　１日発行

もうすぐ夏やすみ♪　暑くなりました～。皆さん体調はいかがですか？

　給食室の中はお釜の蒸気や、あげものの油で暑いこと暑いこと･･･

http://www.sozai.rdy.jp/shirokuro/02/food/sozaitext/05.htm
http://www.sozai.rdy.jp/shirokuro/02/food/sozaitext/05.htm


ごはん 　牛乳 825 kcal

金 魚の梅みそ焼き 　きんぴら 36 g

けんちん汁 　納豆

麦ごはん　 　牛乳 827 kcal

月 とり肉のマリネ 　そえ野菜 29 g

みそ汁

米粉パン　　ジャム　　 　牛乳 830 kcal

火 魚のムニエル 　ラタトゥユ 33.6 g

野菜スープ

麦ごはん 　牛乳 800 kcal

厚揚げの中華煮 　小魚アーモンド 31 g

果物（ぶどう）

七夕寿司 　牛乳　 790 kcal

蒸ししゅうまい 　そうめん汁 紅鮭フレーク　 30 g

牛丼 　牛乳 831 kcal

きゅうりもみ 　ミニトマト 29.4 g

手作り牛乳かんてん
17:30 玄米ごはん 　牛乳 826 kcal

豚肉の角煮 　ゴーヤチャンプルー 37.1 g
考査 もずくスープ 　果物（冷凍パイン）

17:30 あなごごはん 　牛乳 798 kcal
29.4 g

考査 赤だし 　一口ゼリー
17:30 チャーシュー麺 　牛乳 835 kcal

揚げ春巻 　蒸し野菜 26.1 g
考査

17:30 麦ごはん　　ふりかけ 　牛乳 837 kcal

魚の塩焼き 　しぎ焼きなす 38.7 g
考査 かきたま汁

17:30 ピラフ 　牛乳 834 kcal

ジャーマンポテト 　野菜と豆乳のスープ 24.7 g
考査 ゼリー

18 月 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う日。

旬野菜のカレーライス 　牛乳 836 kcal

夏大根サラダ 　冷凍シュークリーム 30.8 g
進路ミュージカル

クイズの答え　　②なす　　

　《残食調査お世話になりました》
  皆さんよく食べてくれて毎日ごくわずかの残量でした。(全体量の７％程度）

魚の残菜はほとんどありませんでした(*^_^*)　　大豆の磯煮が２０％残りました。

暑くなってきたので、牛乳も飲んでいますね♪

夏ばてしないように、しっかり食べましょう。　

給食終了です。９月元気に会いましょう　（^0^）/えだまめ　にんにく　しょうが　アップルソース サラダ油　シュークリーム
きゅうり　キャベツ　だいこん

《　 海の日　》

19 火
17:30

牛乳　牛肉　 ケチャップ　かぼちゃ　にんじん　玉ねぎ　なす 米　麦　上白糖　カレールウ　

15 金

牛乳　とり肉　卵　わかめ　油あげ しょうが　にんじん　もやし　キャベツ　かぼちゃ 米　バター　サラダ油　じゃが芋 豆乳に含まれるサポニンという成分は、食事で摂った脂肪
分が体内に吸収されないように働き、脂肪が蓄積するのを
おさえます。

中みそ　赤みそ ねぎ　玉ねぎ コーン　でん粉　ゼリー

【　クイズ　】なすは、あの紫色がパワーのひみつ。太陽の光をあ
びるとつやつや濃い紫色になります。なすの旬はいつでしょう？
①春　②夏　③冬

中みそ　 玉ねぎ　にんじん　にら 三温糖　じゃが芋　ごま油14 木

牛乳　さけ　豚肉　豆腐　卵　 しょうが　ピーマン　赤ピーマン　なす 米　麦　三温糖　でん粉　天ぷら油

13 水

牛乳　豚肉　焼き豚　春巻 玉ねぎ　にんにく　にら　もやし　しょうが 中華めん　ごま　天ぷら油
チャーシューは、焼き豚とも言われます。豚肉にタレや蜂
蜜などの調味料をぬってあぶり焼いたものです。

しなちく　にんじん　きくらげ　ブロッコリー ごま油

果物（冷凍みかん）

《地場産物　あなご》「土用の丑の日にウナギを食べると
夏ばてを防止する」といわれます。あなごもウナギの仲
間、同じ効果がありますが、脂肪分はウナギの半分以下。

冬瓜（とうがん）のごま酢和え とうがん　きゅうり　いんげん 一口ゼリー

冷凍みかん

12 火

牛乳　豆腐　あなご　赤みそ　錦糸卵 にんじん　玉ねぎ　しめじ　みつば　キャベツ 米　三温糖　でん粉　ごま　上白糖

11 月

牛乳　豚肉　ベーコン　豆腐　卵 しょうが　こんにゃく　にんにく　もやし　キャベツ　 米　玄米　じゃが芋　三温糖　黒砂糖 【沖縄料理】豚肉には疲れ防止のビタミンB1。ゴー
ヤには熱を加えても壊れにくいビタミンC。
元気いっぱい♡

もずく ゴーヤ　にんじん　にら　冷凍パイン ごま油　でん粉

《旬の食べ物　きゅうり》特徴はなんと言っても水分
とみずみずしい香り。体の熱とりや利尿作用など、体
の調子を整えます。

寒天 キャベツ　きゅうり　ミニトマト　みかん缶 上白糖8 金 18:20

牛乳　牛肉　ちりめん　わかめ こんにゃく　ごぼう　玉ねぎ　ねぎ　にんじん 米　三温糖　サラダ油　ごま

米　そうめん　サラダ油　すりごま　
七夕献立です。そうめんを天の川♪おくらを星に♪見
立てて作りました。七夕に何のお願いをしようかな？

えのきだけ　玉ねぎ　にんじん 上白糖　笹だんご

笹だんご

｢厚揚げ｣は何からできているでしょう？　　豆腐を
油で揚げて作られます。普通の揚げは｢薄揚げ｣とよ
ぶそうです。

玉ねぎ　たけのこ　ぶどう じゃが芋　アーモンド

7 木 18:20

牛乳　豆腐　ゆば　きざみのり　卵 えだまめ　小松菜　キャベツ　オクラ　

にんじん　パセリ

6 水 18:20

牛乳　豚肉　厚揚げ　ちりめん　えび 干ししいたけ　しょうが　チンゲンサイ　にんじん 米　　麦　三温糖　でん粉　ごま油　

5 18:20

牛乳　さけ　ベーコン ズッキーニ　なす　玉ねぎ　トマトジュース 米粉パン　小麦粉　じゃが芋 ラタトゥユは、フランス・プロバンス地方の煮込み料
理です。夏野菜をオリーブ油で炒めてトマトで煮込み
ました。

ケチャップ　トマト　黄ピーマン　キャベツ サラダ油　バター　オリーブ油　コーン

魚や肉、野菜などを漬けたり、浸したりすることをフラン
ス語でマリネと言う。調味液は酢･玉ねぎやにんじんなどを
細かく切ったもの･サラダ油やワインを加えて作る。

赤みそ かぼちゃ　えのき　にら てんぷら油　4 18:20

牛乳　とり肉　わかめ　中みそ パセリ　にんじん　玉ねぎ　もやし　キャベツ 米　麦　上白糖　小麦粉　でん粉

1 18:20

牛乳　中みそ　さわら　卵　納豆 ねり梅　たけのこ　こんにゃく　にんじん　ねぎ 米　じゃが芋　三温糖　ごま油　いりごま 7月１０日は、〔納豆の日〕です。７１０の語呂合わ
せです。納豆には集中力や、記憶力UPするビタミン
B群がたっぷり♡　11日からの考査　Fight!!

平天　豆腐 玉ねぎ　さやいんげん　ねぎ　だいこん　ごぼう 里芋

一口メモ
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

　平成　28年　7月　　　献立予定表 岡山県立烏城高校

日 曜 給食　時間 献立名 主要材料 エネルギー
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