
 　 「栄養のバランスの取れた食事」という言葉を知っていますか？
  わかるような？わかりにくいような？　…　例えば、ごはんと肉だけを食べると
  ｢野菜も食べないと食事のバランスが悪いよ。｣と言われたことはありませんか？ ★　材料　　約２人分

 　  ごはんや肉を食べて体の中で、活用させるにはいろいろな栄養素が必要です。 ・とり肉　　　　　 ４０ｇ 　　・バター　　　　小さじ１

 　  ごはんと、肉だけではうまく体の中に取り込むことができません。そこで野菜を ・むきえび　　　　３０ｇ 　　・白ワイン　　　小さじ１

   食べると、ごはんや、 肉だけでは不足している栄養素をスムーズに体に取り込 ・じゃがいも　　　７０ｇ 　　・小麦粉　　  　大さじ１

   むことができるようになるのです。 ・マカロニ　　　　 １５ｇ 　　・牛乳　　　１００～１２０ｃｃ

・たまねぎ　　　　６０ｇ 　　・とろけるチーズ　　　２５ｇ

☆　じゃがいもは１～１．５㎝の角切りにし、茹でる。マカロニも、茹でておく。

１０月１９日の給食に、非常食を出します。 　　玉ねぎはせん切りにする。

☆　フライパンにバターを溶かし、とり・たまねぎを炒め、えび・白ワインを入れ炒める。

　　小麦粉を１／３入れよく混ぜ、牛乳も１／３加える。

　　よく混ぜた後、１／３小麦粉・牛乳１／３と繰り返し入れる。

☆　ルウがかたい場合は牛乳を、柔らかい場合は小麦粉で調節をしてね。

　　 茹でたじゃが芋・マカロニ・塩・こしょうで味を整え耐熱皿に入れる。
　　 とろけるチーズをのせ、オーブントースターで焦げ目がつくまで焼く。

【クイズ　１】　　②食欲の一番でる季節は秋です。

【クイズ　２】　　②カレー　→　加齢 (^_^;)

　実りの秋がやってきましたよ～（^0^）/
　　　　　主食・主菜・副菜（出来れば二つ）・くだもの・乳製品

   給食でも秋の味覚が、たくさん登場しますよ。お楽しみに♪

 岡山県立烏城高校　　給食だより　 　    
平成２８年１０月　１日発行

～バランスのよい食事には～　気持ちのよい季節になりました。

【救給カレー（非常食用カレーライス）】

～献立予定表のクイズの答え～

(栄養教諭　こたか）

　　運動と栄養について考えよう !!

    栄養バランスを考えて食べよう!

  【グラタン】

今月の一品

（10/24 予定）

実際に「非常食用カレーライス」

を食べることで、非常時における

状況を体験することができます。

これにより、災害時における心構

えや対応を学ぶことができます。



3 月

17:30 807 kcal

短縮 25.3 g

17:30 かやくうどん 牛乳 ちくわの磯辺揚げ 809 kcal

文化祭 30 g

17:30 ごはん あじつけのり 　　　牛乳 812 kcal

文化祭 30.5 g

17:30 デミカツ丼 牛乳 846 kcal

体育祭 みそ汁 　　　ゼリー 35.4 g

10 月

17:30 813 kcal

始業式 29 g

ハッシュドビーフ麺 　　牛乳 845 kcal

26.3 g

800 kcal

27 g

麦ごはん 牛乳 816 kcal

26.4 g

麦ごはん 牛乳 827 kcal

マーボーどうふ　　　　ばんさんすう 31.8 g

麦ごはん ふりかけ 　牛乳 833 kcal

　　　　甘酢和え 33.8 g

851 kcal

24.9 g

牛乳 803 kcal 【クイズ １】食欲が一番出る季節は？　　　　　　①夏　②秋　③冬

26.9 g 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答えは裏面

ちらし寿司 牛乳 793 kcal

赤だし 23.9 g

ごぼうピラフ 牛乳 801 kcal

27.4 g

麦ごはん 　　　たくあん 　　　　  牛乳 792 kcal

28.2 g

牛乳 826 kcal

パインゼリー 29 g

   そえ野菜 815 kcal

27.7 g

おやこ丼 牛乳 804 kcal

ひじきの五目和え 果物（梨） 29.8 g

853 kcal

32.2 g

　平成　２８年　10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
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

　　文化祭　　　　　　　　　　　　　　　　　　給食はありません

4 火
焼き肉チャーハン　　　牛乳　　　　　ナムル 牛乳　牛肉　わかめ　ベーコン　　寒天 ピーマン　玉ねぎ　赤ピーマン　ほうれん草 米　麦　上白糖　サラダ油　 牛乳飲んでますか～？骨や歯を強くするカルシウムがたっぷり。『カル

シウムはイライラをおさえる』って知ってますか？わかめスープ　　　　　　　　手作り牛乳かんてん エリンギ　にんじん　だいこん　もやし　にら　パイン

5 水
牛乳　若どり　厚揚げ　昆布　ちくわ 玉ねぎ　ごぼう　えのき　にんじん　ねぎ うどん　天ぷら粉　上白糖　ごま

7 金
牛乳　豚ヒレ肉　卵　赤みそ　中みそ キャベツ　ケチャップ　にんじん　玉ねぎ 米　麦　小麦粉　パン粉　ゼリー

《旬の食べ物　早生（わせ）みかん》 みかんは、およそ500年前に鹿
児島県で生まれた日本原産の果物です。和風サラダ　　　　　果物（みかん）　 キャベツ　小松菜　だいこん　みかん マヨネーズ

6 木
牛乳　若どり　平天　高野豆腐 たけのこ　干ししいたけ　にんじん　ごぼう　れんこん 米　三温糖　上白糖　天ぷら油

今日は体育祭です。カツを食べて『勝つ』 (^o^)//
豆腐 にら　えのき サラダ油　三温糖　天ぷら油

体育の日 国民の祝日　｢スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう｣　とされています。

《地場産物　いしもちじゃこ》岡山県の海でとれました。
から揚げにして、甘酢で和えました。

炒り煮　　　　　　いしもちじゃこの三杯酢　　 いしもちじゃこ　のり こんにゃく　いんげん　しょうが サラダ油　じゃが芋　

13 木 18:20
ごはん　　　　　　 牛乳 牛乳　さわら　おから　あぶらあげ　

10月１０日は『目の愛護デー』さつまいもの皮の紫色は、ブルベリー
のアントシアニン色素と同じ。目の疲れをとったり、視力を回復させた
りする働きがあるといわれます。切り干し大根の卵焼き 　　みそ汁　　　 油揚げ はくさい　かぼちゃ　小松菜　ねぎ　玉ねぎ 上白糖　

12 水 18:20
牛乳　粉チーズ　牛肉　ひじき ケチャップ　セロリー　エリンギ　玉ねぎ　ごぼう

11 火
さつま芋ごはん　　　牛乳　　　おひたし 牛乳　若どり　卵　花かつお　赤みそ にんじん　干ししいたけ　いんげん　切り干し大根 米　三温糖　サラダ油　ごま

しょうが　にんじん　ごぼう　みつば　玉ねぎ こめ　サラダ油　三温糖 おから（卯の花）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♪魚の塩焼き　　　卯の花炒り　　　赤だし 豆腐　赤だしみそ じゃが芋

ソフト麺　ハヤシルウ　上白糖 麹（こうじ）と塩、水を混ぜて発酵・熟成させた日本の伝統的調味料。
疲労回復のビタミンB群たっぷり♪食材のうまみを引き出す万能調味料
です。塩麹（こうじ）の根菜サラダ　　　　 にんじん　れんこん　いんげん サラダ油　塩麹　ごま　ﾏﾖﾈｰｽﾞ

18 火 18:20
牛乳　青大豆　焼き豆腐　かまぼこ もやし　こんにゃく　にんじん　キャベツ

根菜（こんさい）とは、野菜のうち、土壌中にある部分を利用するもの
の総称のこと。「根菜」と言うが、食用部分は必ずしも根だけではな
く、根や地下茎などもあります。チキンと根菜の甘酢和え　　　　　もずくスープ ベーコン　青大豆 さつま芋

17 月 18:20
牛乳　豚肉　えび　豆腐　錦糸卵 しょうが　葉ねぎ　にんじん　きゅうり

14 金 18:20
牛乳　うずら卵　とり肉　豆腐 れんこん　ケチャップ　にんじん　にら 米　麦　三温糖　天ぷら油　でん粉

米　栗　三温糖　栗　生麩　バター いろいろな色に染まった木の葉が、風に吹き寄せられた様子から『吹き
寄せ煮』と名づけられました。秋の献立です♪吹き寄せ煮　　　焼きししゃも とり肉　子持ちししゃも いんげん　しめじ 里いも　くずきり　サラダ油　ごま

米　麦　ごま油　三温糖　はるさめ
給食のマーボー豆腐は、野菜もたっぷり入って栄養満点です。

茎わかめ　赤みそ　ハム　 干ししいたけ　玉ねぎ　たけのこ　キャベツ でん粉　上白糖　

バターロールパン　上白糖 今日は防災避難訓練です。全国学校栄養士協議会が開発した「救給カ
レー」を出します。温めたり加水しなくても食べられる非常食です。バターロールパン　  牛乳　　　　ポトフ－　 救給カレー 玉ねぎ　パセリ　救給カレー じゃが芋　救給カレー

19 水 18:20
【非常食訓練】 　　　救給カレー 牛乳　ウインナー　とりにく　 しめじ　にんじん　だいこん　キャベツ　セロリー

24 月 18:20
牛乳　若どり　ミックスチーズ ごぼう　しめじ　ピーマン　パセリ　玉ねぎ

米　麦　麩　サラダ油　黒砂糖

すきやき　 　　　　　 はりはり漬け　　　 こんにゃく　小松菜　花切りだいこん みつば 三温糖　ごま　じゃが芋　ゼリー

21 金 18:20
牛乳　錦糸卵　えび　さより いんげん　ごぼう　にんじん　かんぴょう　 米　三温糖　上白糖　天ぷら油

20 木 18:20
ごはん　 牛乳　牛肉　焼き豆腐 白菜　　ごぼう　にんじん　玉ねぎ　ねぎ　みかん

米　麦　じゃが芋　サラダ油
手作りのグラタンです。　レシピもみてね♪

グラタン　　　　　 　　　　　　　　 野菜スープ　 　　 ベーコン にんじん　キャベツ　チンゲンサイ マカロニ　バター　ルウ

【岡山の郷土料理　ばら寿司】お寿司は昔からお祝いや、たくさんの人
が集まるときに作られていました。岡山産の食材がたっぷりです。さよりの天ぷら　　   赤だしみそ　豆腐 れんこん　干ししいたけ　玉ねぎ　しめじ　ねぎ 天ぷら粉

26 水 18:20
しょう油ラーメン 牛乳　豚肉　肉団子　茎わかめ 玉ねぎ　しょうが　ねぎ　筍　　ピーマン

25 火 18:20
牛乳　豚肉　赤みそ　卵 しょうが　キャベツ　たけのこ　ねぎ　にんじん

中華めん　ごま油　でん粉　三温糖 今日のラーメンのだしは、煮干し＆とりガラ＆とんこつです。野菜も
たっぷり♪うまみがとけだしておいしい～ (^0^)肉団子の甘酢和え きくらげ　白菜　にんじん　もやし　しなちく　 天ぷら油　パインゼリー

回鍋肉（ﾎｲｺｳﾛｳ）は、中国の四川料理です。豚肉・キャベツなどを炒め
てﾄｳﾊﾞﾝｼﾞｬﾝと甘みそで味をつけました。食欲がでますよ～。回鍋肉　　　　　　　  たまごスープ　　　 ピーマン　玉ねぎ　チンゲンサイ　たくあん漬け でん粉　じゃが芋　ごま油

米　ごま油　三温糖　おつゆふ　

米　黒砂糖　天ぷら油　でん粉 【クイズ ２】人気メニューなんだけど食べると歳をとりそうな食べ物なあに？
①ひじきのうま煮　　②カレー　　③みそ汁いわしのかば焼き　　　　　　　　みそ汁 わかめ　油揚げ 玉ねぎ

27 木 18:20
ごはん　　　　　　　牛乳 牛乳　いわし　中みそ　赤みそ　豆腐 しょうが　にんじん　小松菜　もやし　ねぎ

9月に休校で中止になった日の献立です。
干ししいたけ　　新高梨 上白糖　

31 月 18:20
ごはん　　　 　牛乳　　　　　　魚のベーコン巻き 牛乳　ホキ　ベーコン　中みそ　油あげ にんじん　玉ねぎ　キャベツ　ピーマン　ケチャップ

28 金 18:20
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

米　スパゲッティ　オリーブ油 ハロウィンとは秋の収穫や悪魔払いの儀式として行われていたもので
す。アメリカに伝わった時、カボチャが多く収穫されていたことなどか
らカボチャを使うようになったのです。スパゲッティソテー　　みそ汁　　　かぼちゃプリン 赤みそ　わかめ ねぎ　かぼちゃ サラダ油　コーン　かぼちゃプリン


