
　夏休みに生活のリズムが乱れてしまった人も多いはずです。　本当の夏バテは、

　今年は、異常に暑かったり、局所的に大雨が降ったりしました。その影響で野菜が 給食で、おかわり分や、配食カウンターの所に残っている分は実は…
高くなりそうで心配です… 人数分なのです。皆さんが食べてくれたら残らないのになぁ… 

毎日食べに来なかったり、とらなかったり（特に野菜の小鉢とか）

こんな人は要注意です‼ 　「ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ」 （もったいない）

　この言葉が2004年にノーベル平和賞を受賞したケニア出身の環境保護

活動家、ワンガリー・マータイさんによって世界中に発信されています。

ちなみに「もったいない」を的確に表現する英単語はないそうで、この
言葉に近いのが「ＷＡＳＴＥ」：無駄にする・無駄づかいする　だそうです。

仕事の都合や体調、好みなどいろいろな理由はあると思いますが…

残食が少なくなるのを期待して作っています。食べにきてほしいなぁ。。。

【クイズの答え】　　①大豆 　枝豆は大豆の未成熟の実を、枝のまま茹でたのがはじまり。

  人間は、日本の夏のように高温多湿な状態におかれると体温を
一定に保とうとして、必要以上のエネルギーを消費するので体の
負担を強いられることに なります。その状態が毎日続いたり、過
度な負担の場合体にたまった熱を外に出すことができなくなって
熱が出たり、だるくなって胃腸の働きが弱まったりします。この無
理が続いて体が限界にきている状態を『夏バテ』といいます。

生活のリズムを整えよう！

夏バテ対策レシピです♪

　 「もったいないな～。」こういうときにやってきます。規則正しい生活をとりもどして元気に過ごしましょう。

(栄養教諭　こたか）

夏バテって？

 岡山県立烏城高校　　給食だより　 　    
平成２８年　９月　１日発行

食べ物について考えよう！　今年の夏は本当に暑かったです。（；´　Д`　）　９月に入ってもまだまだ暑そうです･･･
　長い休みが終わりました。皆さん元気に過ごしていましたか？

   もったいないの考え方こそ、環境問題を考えるのにふさわし
い精神である。 

  ｰ 食欲増進  わかめサラダ ｰ           

シャキシャキした食感で食欲のないときでも食べやすいですよ。                
〔材料（２人分）〕 

わかめ（戻した状態） 50g 

セロリー          10㎝ 

しょうが        １かけ 

 レモン汁    大さじ1 

 しょう油    小さじ2 

 砂糖      1つまみ                   

  

 ｰ 疲労回復   梅ひじき ｰ                   

鉄分やカルシウムが豊富なひじきに疲労回復に役立つクエン酸を含

む梅と酢を合わせました。 
〔材料（2人分）〕 

乾燥ひじき     25ｇ 

梅干し       中２粒 

青じそ         5枚  

 しょう油       大さじ１ 

 みりん      大さじ 2 

〔作り方〕 

①わかめは食べやすい大きさに切り、セロリｰは薄

切り、しょうがは千切りにする。                 

②調味料をよく混ぜ切った野菜とわかめを和える。 

〔作り方〕 

①ひじきは水で戻しておく。 

②水気を切ったひじきと調味料を鍋に入れ中火

で5分炒める。 

③刻んだ梅干しと細かく切った青じそを入れて

パラパラになるまで炒める。 



牛乳 823 kcal

31.4 g

ごはん　　ふりかけ　　牛乳 　一口ゼリー 牛乳　豚肉　わかめ　油揚げ　中みそ こんにゃく　しょうが　たけのこ　にんじん 米　三温糖　サラダ油 795 kcal

豚肉のオイスターソース炒め　　みそ汁 赤みそ　ままかりふりかけ ピーマン　キャベツ　玉ねぎ　ごぼう　ねぎ 里芋　一口ゼリー 29.6 g

玄米ごはん 牛乳　　　和風ミートローフ 832 kcal

30.6 g

麦ごはん　 牛乳 白玉汁 824 kcal

28.6 g

810 kcal

28 g

18:10 ごはん　　　牛乳　　　鮭のマヨネーズ焼き 813 kcal

短縮 31.6 g

18:10 豚キムチ丼 牛乳 795 kcal

短縮 28.7 g

18:05 牛乳 824 kcal

短縮 32 g

18:05 麦ごはん　 　ふりかけ 牛乳 818 kcal

短縮 30.2 g

18:05 天ぷらうどん　　牛乳　　 ゆかり和え 828 kcal

短縮 かまぼこ　 30.1 g

18:05 栗ごはん 牛乳 お月見団子 829 kcal

短縮 花かつお 30.6 g

18:05 牛乳 817 kcal

短縮 28.9 g

19 月

18:05 ごはん 牛乳 鮭の塩焼き 817 kcal

短縮 28.9 g

18:05 牛乳 824 kcal

短縮 32.4 g

22 木

18:05 おやこ丼 牛乳 815 kcal

短縮 29.8 g

18:05 ごはん　　牛乳　　　サンマの生姜煮 811 kcal

短縮 中みそ　赤みそ 29.4 g

18:10 そぼろごはん　　　牛乳　　 牛乳 即席漬け 806 kcal

短縮 26.9 g

18:10 麦ごはん　　 牛乳 835 kcal

短縮 32.4 g

17:30 麦ごはん 牛乳 800 kcal

短縮 31.5 g

17:30 スイートポテトパン 牛乳 827 kcal

短縮 32.3 g
30 金

牛乳　豚肉　大豆たんぱく　ウインナー ピーマン　パプリカ　玉ねぎ　ケチャップ　なす スイートポテトパン　じゃが芋 おいしい秋なすを使いました。なすの皮の紫色はブルベリーと
同じアントシアニン色素です。目の健康に役立ちます。なすのミートグラタン　　野菜と豆乳のスープ　　 チーズ　ベーコン　豆乳 にんじん　ﾏｯｼｭﾙｰﾑ　ｷｬﾍﾞﾂ　ｾﾛﾘｰ　ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ サラダ油　三温糖　コーン

29 木
牛乳　あじ　卵 レモン果汁　玉ねぎ　ピーマン　にんじん 米　麦　天ぷら油　三温糖 卵の黄身の色が濃いと味が濃厚で栄養価が高いの？　実は飼料

（えさ）に含まれる色素によって色は変わります。ちなみにカ
ラの色は鶏の種類の違いです…あじの南蛮漬け　　そえ野菜　　　　かきたま汁 赤ピーマン　キャベツ　もやし でん粉　じゃが芋　おつゆ麩

28 水
牛乳　いか　えび　豚肉　うずら卵 たけのこ　ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ　きくらげ　ｷｬﾍﾞﾂ　たくあん 米　麦　でん粉　ごま油　 八宝菜は中国料理の一つ。五目うま煮です。「八」は、「八種

類の」という意味ではなく「たくさんの」「数多くの」という
意味です。八宝菜　　　　　揚げしゅうまい しゅうまい 玉ねぎ　もやし　にんじん　しょうが　ﾔﾝｸﾞｺｰﾝ 天ぷら油　

27 火
牛乳　豚肉　とり肉　豆腐　赤みそ にんじん　ごぼう　しょうが　いんげん　たくあん 米　サラダ油　三温糖　コーン かみなり汁の由来は豆腐や、こんにゃくを炒める「ジャー

ジャー」という大きな音が、かみなりのようなので。かみなり汁　　　　　　　果物（冷凍みかん） 中みそ　ちりめんじゃこ 白菜　ねぎ　えのき　かぼちゃ　こんにゃく　みかん ごま油

26 月
牛乳　さんま　平天　わかめ　豆腐 しょうが　こんにゃく　ごぼう　いんげん 米　じゃが芋　ごま　三温糖 土の中にまっすぐにのびた根が大きく育って、ごぼうができま

す。食用にするのは世界でも日本ぐらいです。きんぴら野菜　　　　みそ汁 にんじん　えのき　にら ごま油

23 金
牛乳　とり肉　ちりめん　ひじき 玉ねぎ　にんじん　キャベツ　もやし　ねぎ 米　麦　アーモンド　ごま油 おからは大豆から豆腐を作る過程で、豆乳を絞った後のもので

す。低カロリーでタンパク質や食物繊維たっぷり♪ひじきの五目和え　　　　　おからケーキ 干ししいたけ　 上白糖　おからケーキ　

小豆は昔から邪気を払う食べ物と言われていました。お彼岸に
もご先祖様にお供えをして邪気払いや願いを祈っていました。ごぼうサラダ　　　　　　ミニおはぎ ｹﾁｬｯﾌﾟ　ﾋﾟｭｰﾚ　キャベツ　きゅうり　ごぼう おはぎ

秋分の日 「祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ」日です。この頃を秋彼岸といい、お墓参りする人も多いですね。

21 水
ミートソース麺 牛乳　牛肉　豚肉　粉チーズ　 きゅうり　にんじん　玉ねぎ　ｾﾛﾘｰ　ｴﾘﾝｷﾞ　ﾄﾏﾄ ソフトめん　コーン　サラダ油

20 火
牛乳　鮭　とり肉　中みそ　赤みそ かぼちゃ　しょうが　にんじん　みつば 米　サラダ油　三温糖 かぼちゃに含まれるビタミンAは、皮膚の乾燥や肌荒れの予防に

効果があります♪かぼちゃそぼろ煮　　切り干し大根のみそ汁 油揚げ 切り干し大根　玉ねぎ じゃが芋　でん粉

ポークビーンズその名のとおり豚肉と豆です。大豆は一晩水に
ひたしてそれから煮ます。ごはんにかけて食べてもOKですよ。レモンサラダ チーズ 玉ねぎ　にんじん　キャベツ　ブロッコリー 三温糖　上白糖

敬老の日 　　　多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う日です。

魚の変わり西京焼き　おひたし　のっぺい汁 ごぼう　ねぎ　しめじ でん粉　里いも　お月見団子

《旬の食べ物　ピオーネ》岡山県はピオーネの全国出荷量の４
割を占めています。「果物王国・おかやま」を代表する産物。果物（ぶどう） キャベツ　ゆかり　ぶどう（ピオーネ） 天ぷら油

15 木
牛乳　さわら　白みそ　厚揚げ　 にんじん　小松菜　はくさい　だいこん 米　もち米　くり　ごま　バター 【中秋の名月　9/１５】昔から五穀豊穣（穀物や作物がよく実

ること）や不老長寿（いつまでも長生きすること）を月に願い
ました。

14 水
牛乳　いか　大豆　卵　干ひじき にんじん　玉ねぎ　えのき　ねぎ　かぼちゃ うどん　米粉　でん粉　小麦粉

16 金
ポークビーンズライス 牛乳　豚肉　ウインナー　大豆 ケチャップ　インゲン　マッシュルーム　レモン 米　麦　サラダ油　じゃが芋

大きなのりがつきます。セルフでおにぎりにしてくださいね♪
手をよく洗って食べましょう。照り焼きチキン　　そえ野菜　　冬瓜汁 冬瓜　ねぎ　玉ねぎ

13 火
牛乳　がんもどき　牛肉　ししゃも 干ししいたけ　たけのこ　こんにゃく　にんじん 米　麦　じゃが芋　三温糖

12 月
セルフおにぎり　　　　　　 牛乳　とりにく　のり　ちくわ　卵 しょうが　もやし　にんじん　キャベツ　えのき 米　三温糖　でん粉

麦ごはんは「食物せんい」がたくさんとれます。腸がきれいに
なり、お肌もきれいになりますよ　(*^_^*)うま煮　　　　　　ししゃものマリネ しそひじき 玉ねぎ　紫玉ねぎ　パセリ サラダ油　上白糖

9 金
牛乳　豚肉　厚揚げ　中みそ　大豆 にんじん　にら　玉ねぎ　きくらげ　白菜キムチ 米　麦　三温糖　ごま　でん粉　 《旬の食べ物　二十世紀梨》シャキシャキした歯ざわりとみず

みずしさ特徴の日本梨です。鳥取県の生産量は、全国の70％で
す。ナムル　　　　　　　　　　梨（なし） チンゲンサイ　もやし　冬瓜　キャベツ　なし 上白糖　

8 木
牛乳　鮭　油揚げ　わかめ　赤みそ 玉ねぎ　ねぎ　ねり梅　いんげん　にんじん 米　マヨネーズ　三温糖 【クイズ】枝豆が熟すと何になるでしょう？

①大豆　　②そら豆　③枝豆スナック切り干し大根の煮付け　　　　 みそ汁 中みそ かぼちゃ　切り干し大根 サラダ油

中華麺　サラダ油　でん粉　ごま 《旬の食べ物　さつま芋》さつまの国（今の鹿児島県）から伝
わったのでさつま芋といいます。ビタミンCたっぷり♪お肌ぴか
ぴか♪えびとさつま芋のごまがらめ　 えびから揚げ 冷凍りんご さつま芋　天ぷら油　コーン

7 水 18:20
サラダ中華めん　牛乳　　果物（冷凍りんご） 牛乳　大豆　茎わかめ　ちりめんじゃこ きゅうり　もやし　にんじん　きくらげ

豚肉には疲れ防止・疲れを軽くする・ストレスを減らす・栄養
の代謝を助ける働きがあります。夏バテ回復で～す。

5 月 18:20
牛乳　中みそ　とり肉　卵　豆腐 玉ねぎ　にんじん　青じそ　キャベツ　きゅうり 米　玄米　サラダ油　パン粉

米　麦　三温糖　サラダ油　 《旬の食べ物　さんま》秋の魚といえばさんまです。秋にと
れ、形が刀に似ていることから漢字で「秋刀魚」と書きます。さんまの薬味だれかけ　　　　 おひたし 花かつお にんじん　小松菜　はくさい 白玉もち　上白糖

和風ミートローフは新しいメニューです。青じそや豆腐が入っ
ています。ポテトサラダ　　みそ汁 ハム　油揚げ　赤みそ 大根　ねぎ じゃが芋　コーン　マヨネーズ

主に熱や力のもとになる たんぱく質

6 火 18:20
牛乳　さんま　昆布　油あげ にんにく　ねぎ　しょうが　しめじ　玉ねぎ

2 金 18:20

1 木 17:30
旬野菜のカレーライス 牛乳　牛肉　ヨーグルト　 ケチャップ　りんご　しょうが　いんげん　キャベツ

　平成　28年　9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

一口メモ

米　麦　カレールウ　サラダ油 太陽をいっぱいあびて育った夏の野菜は、体を元気にする働き
のビタミン類がたくさんです。フレンチサラダ　　　　　　　  ヨーグルト 大根 にんじん  かぼちゃ  きゅうり なす 玉ねぎ 上白糖　

主に体をつくる 主に体の調子を整える

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.misaki.rdy.jp/illust/child/icon/hana/haru/sozaitext/101.htm
http://www.sozai.rdy.jp/shirokuro/03/ikimono/sozaitext/02.htm

