
「勤労を尊（たっと）び、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう」という日
    私たちの給食も、たくさんの人たちにお世話になってできています。
 感謝をしていただきましょう。

　１　命をいただいていることへの感謝

【日本型食生活とは、一汁三菜または一汁五菜…ごはんとみそ汁におかずが3品か５品】

   ２　心をこめて作ってくださる人びとへの感謝　

   ３　毎日心配をしないで『食べ物』をいただけることへの感謝
    現在、日本では飢餓（食糧が不足している状態）を身近に感じる機会は少なく、関係のない話として
  　見過ごされてしまうかも知れません。しかし食糧問題は、地球環境や貧困、人口問題などがからみ　　

　　合う地球規模で取り組まなければならない問題です。世界人口６０億人のうち約８億３０００万人の

　　人たちが栄養不足（人口と食料の供給量から推計して食糧が基礎的必要カロリーを満たしていない

　　状態）で、そのうち７億９１００万人は、発展途上国に暮らしています。つまり、全世界では７人に１人

　  発展途上国では５人に１人が、飢餓状態にあるということです。

     ※ハンガーマップ「もう一枚の世界地図」国際連合世界食糧計画参照

　　自分たちが住んでいる地域で取れる食べ物を地場産物といいます。

　　地場産物を利用する利点は、とれたて・新鮮な食材が納入される。

　とれたて・新鮮な食材が納入される。生産者の顔が見えるので安心

　ということがあります。

　　今月も献立に地場産物を多く取り入れました。

《お知らせ　11／14～11／18　　残食調査を実施します》
　　　　１１月１4日から１週間、文部科学省依頼で残食調査をします。

献立予定表のクイズの答え 　　　　献立は基準にそったものか、どれだけ食べているかを調べて、

【クイズ　１】　　①中国語の「ポアリンツアオ」が、日本語で「ほうれんそう」になったのです。 　　　　今後に活用しようというものです。 ご協力よろしくお願いします。

くなります。また、寒い冬に備えて体に脂肪をたくわえようとするからだの自然の

 岡山県立烏城高校　　給食だより　 　    平成２８年１１月　１日発行

  11月２３日は「勤労感謝の日」で、国民の祝日です。

朝夕が涼しくなり、外で運動することも多くなり、よく眠れるので、食事がおいし

地場産物の良さを知ろう

働きもあるようです。1年中で一番おいしいものが実り、脂ののった魚がとれる秋。

冬に備えてしっかり食べて、元気に過ごしましょう♪　　　（栄養教諭 　こたか）

日本型食生活の良さを知ろう！   皆さんが何気なく食べている「肉」「魚」「野菜」「果物」は、みんな生きています。私
たちはその命をいただいて、自分の命を育んでいます。

　ごはんを中心にみそ汁・おかず（５品は多いように思いますが、旬の食材
を使ったおかずや、漬け物・つくだ煮などの常備菜も１品に数えます。）
それらを組み合わせて食べてきました。
ところが近年、食の洋風化がすすみ、ごはんを食べる量が減り、脂肪を多く
含んだやわらかい食品が好まれるようになってきました。生活習慣病を予防
するためにも「日本型食生活」を見直しましょう。



ごはん 牛乳 魚の南部焼き 818 kcal

おひたし だまこ汁 32.5 g

きのこスパゲティ 牛乳 817 kcal

24.4 g

3 木

チキンライス 福神漬け 牛乳 牛乳　とり肉　ウインナー 玉ねぎ　ケチャップ　にんじん　セロリー　パセリ 米　コーン　サラダ油　 799

ポトフー マッシュルーム　大根　キャベツ　福神漬け 24.6

17:30 ごはん 790 kcal

考査 ポテトサラダ みそ汁 32.2 g

17:30 玄米ごはん 佃煮 牛乳 牛乳　佃煮　ちくわ　卵　ちりめん こんにゃく　にんじん　だいこん　キャベツ 米　玄米　三温糖　上白糖 815

考査 おでん ごま酢和え コーヒー牛乳プリン わかめ　寒天 もやし ごま 32.5

17:30 牛乳 834 kcal

考査 根菜サラダ ヨーグルト 24.9 g

17:30 麦ごはん 牛乳 松風焼き 785 kcal

考査 29.3 g

17:30 米粉パン ソース 　牛乳 823 kcal

考査 31.3 g

18:20 麦ごはん 佃煮 牛乳 814 kcal

残量調査 筑前煮 27.8 g

18:20 麦ごはん　　  牛乳　　    豚肉のマーマレード焼き 牛乳　豚肉　卵　豆腐 玉ねぎ　にんじん　キャベツ　きゅうり 米　麦　マーマレード　コーン 835

残量調査 サラダ にらたま汁 エノキダケ　にら サラダ油　上白糖　でん粉 32.2

18:20 田舎うどん 牛乳 827 kcal

残量調査 和風サラダ 果物（みかん） 32.7 g

18:10 ごはん 牛乳 さわらの竜田揚げ 牛乳　さわら　白みそ　豆腐　 しょうが　にんじん　こんにゃく　ほうれん草 米　でん粉　ごま　てんぷら油 823 【クイズ １】ほうれんそうって何語なの？

残量調査 白和え あかだし ひじき　赤だしみそ　わかめ 玉ねぎ 三温糖　じゃが芋　白玉麩　 31 　①中国語　　②英語　　③フランス語

18:10 ビビンバ 牛乳 814 kcal

残量調査 わかめスープ 果物（柿） 豆腐　ベーコン 28.7 g

麦ごはん 牛乳 牛乳　豚肉　チーズ ピーマン　ケチャップ　生きくらげ　筍　キャベツ 米　麦　サラダ油　ごま油 821

酢豚 　パオツァイ 玉ねぎ　にんじん　しょうが　きゅうり　だいこん 小麦粉　じゃが芋　上白糖 26.2

ごはん 牛乳 魚の照り焼き 793 kcal

そえ野菜 29.6 g

23 水

牛乳 812 kcal

ちゃんこ鍋 小魚アーモンド 32.5 g

牛乳 814 kcal

23.1 g

麦ごはん 牛乳 813 kcal

29.5 g

ご飯　　　 牛乳 　魚の生姜煮 815 kcal

かきたま汁 29.9 g

焼きそば 牛乳 823 kcal

卵ドーナツ 30.3 g

　《残食調査を実施します。》
　１１月１４日～１８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。

30 水 18:20

ライス 牛乳　牛肉　サワークリーム ケチャップ　玉ねぎ　にんじん　パセリ　　セロリー

29 火 18:20

中みそ　茎わかめ　寒天

25 金 18:10

牛乳　豚肉　青のり粉　　糸かつお キャベツ　にんじん　玉ねぎ　ねぎ　干しいたけ

ワンタンスープ　

アーモンド和え 玉ねぎ　にんじん

28 月 18:20
牛乳　豚肉　さつま揚げ　焼き豆腐

牛乳　さんま　卵 しょうが　もやし　白菜　ほうれん草　チンゲンサイ

24 木 18:10

22 火
牛乳　さわら　大豆　ひじき　平天 もやし　キャベツ　にんじん　こんにゃく　ごぼう

17 木

牛乳　牛肉　赤みそ　卵　わかめ　 もやし　チンゲンサイ　にんにく　にんじん　ねぎ

21 月

とり肉 れんこん　干ししいたけ　インゲン

16

14 月

15 火

水

牛乳　ベーコン　たまご

18 金

魚フライかポークカツ　　そえ野菜　　　レタススープ ホキ　か　豚肉

ごぼう　キャベツ　れんこん ごま　ルウ

7

11 金

カレーライス 牛乳　牛肉　ヨーグルト にんじん　玉ねぎ　ケチャップ　りんご　にんにく

米粉パン　でん粉　じゃが芋　

パン粉　小麦粉　天ぷら油　コーン

牛乳　若どり　中みそ　卵　あみ

　　　牛乳　　　魚の生姜じょう油焼き 牛乳　あじ　豆腐　油揚げ　わかめ

しょうが　いんげん　玉ねぎ　にんじん　れんこん 米　三温糖　サラダ油　パン粉

ゆかり和え キャベツ　もやし　ゆかり　大根　ねぎ ごま
木

玉ねぎ　レタス　にんじん　キャベツ

文化の日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《文化の日》　　自由と平和を愛し、文化をすすめる日

うどん　里芋　でん粉　ごま油

8 火

牛乳　若どり　厚揚げ　ままかり れんこん　こんにゃく　にんじん　ごぼう　たけのこ 米　麦　三温糖　でん粉　天ぷら油

平天 干ししいたけ　いんげん サラダ油　じゃが芋

9

月

4 金 18:20

牛乳　ちくわ　油揚げ　豚肉　花かつお 干ししいたけ　ねぎ　ごぼう　にんじん　こんにゃく

水

10

福神漬けは、大根やナタマメなど七種類の塩漬けをきざみしょう油で味
をつけたものです。発案者の近所にあった七福神にちなみ命名されたそ
うです。

赤みそ　中みそ　 玉ねぎ マヨネーズ　じゃが芋　

　平成　28年　11月　　　献立予定表 岡山県立烏城高校

日 曜 給食時間

だまこもちの由来はご飯をつぶして丸めると言う意味の「だま」に秋田
方言の「こ」がついたものだといわれたいます。小松菜　はくさい　ねぎ　だいこん　ごぼう 上白糖　だまこ餅　里芋

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

牛乳　若どり　青大豆　さわら　油あげ えのき　しめじ　まいたけ　生ししいたけ　にんじん 米　サラダ油　三温糖　ごま

献立名
主要材料 エネルギー

一口メモ

1 火 18:20

マッシュルーム　玉ねぎ　にんじん　キウイフルーツ
2 水 18:20

キウイフルーツは、ニュージーランドだけにいるキウィという鳥に似て
いることからこの名前がついたといわれます。ビタミンCがたっぷり♪さつまいもサラダ　　　　　　　果物（キウイフルーツ）

牛乳　若どり　ロースハム キャベツ　小松菜　生しいたけ　えのき　しめじ ソフト麺　サラダ油　コーン

生クリーム　上白糖　さつま芋

中華麺　ごま油　天ぷら油 給食の焼きそばは、そばだけをカリカリに焼いて炒めた具材と混ぜ合わ
せます。自分で作る時もそばと具を別々に炒めるとベトつかずおいしい
ですよ♪いか　いわしワンタン チンゲンサイ　 卵ドーナツ

麩（ふ）は500年くらい前に中国から伝わりました。小麦粉からできて
います。生麩（なまふ）はもち米からできています。

《地場産物　ままかり》　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。

今日から考査が始まりました。豚肉には集中力や、記憶力UPするビタ
ミンB群がたっぷり♡　　fight！

わかめ　チリメン だいこん　キャベツ　ほうれん草　みかん マヨネーズ　上白糖

ちゃんこ鍋は、大鍋に肉や、魚、野菜などを入れ水炊きのようにして食
べる力士（すもうとり）料理です。大豆　ちりめん　 さつま芋

＊食卓の名言＊【笑いは消化を助ける。胃酸よりはるかによく効く（カ
ント：　ドイツの哲学者）】　楽しく食べましょ♪

米　サラダ油　コーン　じゃが芋

上白糖　ルウ

牛乳　豚肉　ミートボール　焼き豆腐 ねぎ　しめじ　白菜　だいこん　もやし　にんじん

「豚肉のマーマレード焼き」昨年の人気メニューです。豚肉をマーマ
レード・オイスターソース・しょう油に漬けてオーブンで焼きました。

《旬の食べ物　ほうれんそう》緑黄色野菜の王様といわれます。
ビタミンや鉄分が多く、体の調子をよくします。

泡菜（パオツァイ）とはきゅうりや大根･にんじんなどを、香辛料を加
えて塩水に漬け発酵させた中国の漬け物。給食では発酵させる代わりに
チーズを混ぜました。

ままかりの三杯酢

麦ごはん　　　　

勤労感謝の日 　　　　　《勤労感謝の日》「勤労を尊（たっと）び、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう」という日

米　麦　ごま油　くずきり　上白糖

ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ　切干だいこん　ｷｬﾍﾞﾂ　もやし　にら

にんじん　しめじ　白菜キムチ　はくさい　パイン

ビーフストロガノフ　　　　　　ポテトフレンチサラダ マッシュルーム　キャベツ　トマトピューレ

ニラは中国生まれの野菜です。独特のにおいには、殺菌効果や消化吸収
を助ける働きがあります。じゃが芋　上白糖

米　麦　ごま油　三温糖　ごま

ロシア料理のひとつ。牛肉の薄切りを玉ねぎと一緒に炒め、サワーク
リーム入りのソースで煮込んだ料理。「ストロガノフ」と名のつく料理
にはサワークリームが使われているのが特徴です。

米　じゃが芋　三温糖　黒砂糖

サラダ油

18:10

18:10
大豆の五目煮

米　三温糖　ごま油　ごま

キムチ煮　　　　　　ナムル　　　　　牛乳かんてん

じゃが芋　でん粉　麩

玄米は、ビタミンB1・食物せんいが多く含まれています。ゆっくりと
脳のエネルギ－になるため、集中力・記憶力

ねぎ　しょうが　にんじん　きゅうり　キャベツ 米　三温糖　ごま　コーン

根菜には食物せんいがたくさん含まれます。腸を刺激して腸の働きを活
発にします。便秘を治す働きがあります。よくかんで食べましょうね♪

えのき　たまねぎ　柿

《旬の食べ物　あみ》桜えび科のアミです。瀬戸内海でたくさんとれ
るので岡山県では、昔からよく食べられています。

今日の主菜は、選んで食べるよ～(*^_^*)　ギリギリの時間だと好きな方
がないかも…

《旬の食べ物　柿》　日本を代表する秋の果物の一つ。「KAKI」の
名で世界に通用します。

米　麦　じゃが芋　コーン　三温糖

米　三温糖　上白糖　アーモンド


