
9人

7人

6人

麺類 6人

6人

パン（米粉ﾊﾟﾝ･ｽｲｰﾄﾎﾟﾃﾄﾊﾟﾝ） 5人

混ぜごはん
（ｵﾑﾗｲｽ･ﾋﾞﾋﾞﾝﾊﾞ･ﾋﾟﾗﾌ） 5人

みそ汁 5人

酢の物・サラダ 4人 5人

4人 3人

～１２／２１は冬至です～ 3人
　冬至は、一年で一番昼の時間が短い日。この時期はとても寒いです。

　昔からの知恵で冬至にかぼちゃを食べる。そして｢ゆず湯｣に入る習わしが

　あります。ゆずをお風呂に浮かべるとゆずの成分がとけだして身体が

　ぽかぽか温まります。（最初は少しピリピリするかもしれません）

【クイズ１の答え】　　②リンゴのべとべとは、りんごの成分です。

　　べとべとの成分はリンゴの皮にふくまれるリノール酸やオレイン酸です。

　　水分が蒸発するのを防ぎ、病気が入り込むのを防ぐために果物自身が 　　　　アンケートの結果は来月号にも続きます。

　　作り出しているのです。完熟して食べ頃になったサインです。

【クイズ２の答え】　　②　畑の肉とは、大豆のことです。

　　　　　　　　　　体を作る働きのたんぱく質や、良質の脂肪が含まれているからです。

４．よかったメニュー･食べたいニュー

 岡山県立烏城高校　　給食だより　 　    
平成２８年１２月　１日発行

～　給食アンケートの結果ですpart１　～　１２月になって寒くなってきましたね。いよいよ冬本番です。
しっかり食べて、体力をつけ、手洗い･うがいをして
風邪をひかないように元気に過ごしましょう。 （栄養教諭　こたか）

 (２人以上回答があったもののみ掲載） ＊あとは料理ではなく食材が苦手なようでした

カレーライス

肉料理（唐揚げ・カツ・豚キムチ）

パン（揚げﾊﾟﾝ）

魚料理　（さんま・ﾍﾞｰｺﾝ巻き）

５．献立でよくなかったもの
麺類

煮物（肉じゃが・おでん） 救給カレー

グラタン・シチュー・デザート　　　　３人ずつ 味の薄いサラダ・和え物

　　寒くなると牛乳の残りが少し増えています。牛乳飲みましょうね～♪

きのこ類・豆類・骨ごと食べる魚・ねぎ

なすび・あなご…

　　　　　＊よかったメニュー・食べたいメニューは今月の給食から取り
　　　　　　入れていきます。お楽しみに♪

　　《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７％ぐらいの残量でした。魚もほとんど残りがなかったです♪

はい

79%

いいえ
21%

１．給食は楽しみですか？

いつも食べ

る
46%

だいたい食べ

る
40%

あまり食べな

い
7%

ほとんど食べ

ない
7%

２．給食を食べていますか？

３．給食を食べない理由
好き嫌いが多い34%・おなかがすいて

いない・時間がない・量が多い・めんど

くさいがそれぞれ13%・おいしくない・

体調悪いが1%でした。



ごはん　　　牛乳　　　  さばの塩焼き 815 kcal

34.5 g

カレーライス 牛乳 836 kcal

レモンサラダ 24.7 g

ごはん ふりかけ 牛乳 813 kcal

35 g

麦ごはん 牛乳 815 kcal

30 g

天ぷらうどん 牛乳 822 kcal

27.9 g

チキンライス 牛乳 802 kcal

32.5 g

麦ごはん 牛乳 八宝菜 807 kcal

揚げしゅうまい 28.9 g

ごはん 　牛乳 ごま和え 811 kcal 【クイズ 2】　畑の肉ってなんでしょう？

31.1 g 　　　　　　　　　　　①にんにく　　②大豆　　③じゃが芋

ごはん 牛乳 おひたし 807 kcal 『あたご梨』世界最大級の並外れた大きさが特徴の岡山が誇る梨。

30.2 g 大きいものになると、赤ちゃんの頭くらいもあります。

揚げパン 　　牛乳 826 kcal リクエストの多かった揚げパンです　(*^_^*)

27.1 g グラタンには、里芋とれんこんがはいっています。

麦ごはん 牛乳 千草焼き 818 kcal

そえ野菜 さつま汁 29.8 g

北海ラーメン 牛乳 中華サラダ 牛乳　豚肉　いか　えび　ほたて ねぎ　にんじん　玉ねぎ　にんにく　しょうが 中華麺　バター　ごま　コーン 799 kcal

パインゼリー 中みそ　焼き豚 もやし　ほうれん草 じゃが芋　サラダ油　ゼリー 32.9 g

麦ごはん 牛乳 793 kcal

豆腐 27.6 g

807 kcal

わかめ 29.6 g

ピラフ 　　　牛乳  　　　ローストチキン 857 kcal

36 g

牛丼 牛乳 795 kcal

甘酢和え 27.6 g

なに鍋が好きですか？寄せ鍋・キムチ鍋・もつ鍋・トマト鍋・・・最近お店にいろいろな鍋の素がありますね。

5 月 18:20
牛乳　さわら　卵　中みそ　白みそ ゆず　きゅうり　にんじん　もやし　キャベツ 米　上白糖　サラダ油　じゃが芋

　平成　28年　12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

「高野豆腐（こうやどうふ）」は木綿豆腐を凍らせて熟成させた後に乾燥
させた保存食です。肌のうるおい補給やくすみ対策に役立つアミノ酸の宝
庫です。卵とじ　　 　みそ汁　  　 中みそ　赤みそ 切り干し大根　

2 金 18:20
牛乳  牛肉  ヨーグルト にんじん　玉ねぎ　ケチャップ　ブロッコリー

1 木 18:20
牛乳　さば　高野豆腐　卵　油あげ 小松菜　にんじん　玉ねぎ　生しいたけ　ねぎ 米　三温糖　サラダ油　じゃが芋

お菓子の【サラダ味】サラダ油が高価だった1960年代にサラダ油と塩を
まぶしたせんべいが作られた。ホントはサラダ油味。ちょっとおしゃれに
【サラダ味】魚のゆずみそかけ　千種和え　にらたま汁 豆腐　ふりかけ えのき　にら　玉ねぎ でん粉

米　麦　じゃが芋　サラダ油　ルウ
リクエスト№１はカレーでした　(*^_^*)

　　　　　 ヨーグルト キャベツ　にんにく　レモン 上白糖　

7 水 18:20
牛乳　大豆　いか　かまぼこ　白みそ　 ねぎ　ごぼう　にんじん　玉ねぎ　えのき　

6 火 18:20
牛乳　　牛肉　　昆布　　平天　　 だいこん　にんじん　こんにゃく　キャベツ　

うどん　でん粉　米粉　小麦粉　ごま 緑黄野菜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♪白和え　　　　　　　　 果物（みかん） 豆腐　ひじき いんげん　ほうれん草　こんにゃく　みかん さつま芋　天ぷら油　上白糖

《旬の食べ物　里いも》里芋のヌルヌルは、「ムチン」といいます。胃
壁を保護して消化をよくする働きがあります。関東煮　　　　即席漬け　　　　果物（みかん） がんもどき　ちりめんじゃこ たくあん　いんげん　水菜　みかん ごま

米　麦　三温糖　里いも　黒砂糖

9 金 18:20
牛乳　いか　えび　豚肉　うずら卵 筍　チンゲンサイ　きくらげ　キャベツ　玉ねぎ

8 木 18:20
牛乳　とりにく　鮭　ベーコン　 にんじん　小松菜　玉ねぎ　マッシュルーム

米　麦　でん粉　ごま油　天ぷら油 【クイズ 1】秋の果物りんごのべとべとって何？
①きれいに見せるためのワックスをぬっている　②りんごの成分
③ハチミツをぬってみた果物（りんご） しゅうまい もやし　にんじん　しょうが　はくさい　りんご

今日のパン粉は、香草が入っています。香草はハーブともいいます。料理
をおいしくする香辛料です。鮭の香草パン粉焼き　　　クリームスープ ルウ　じゃが芋　コーン

米　パン粉　サラダ油　いんげん

12 月 18:20
牛乳　さわら　中みそ　油揚げ　ちりめん 玉ねぎ　にんじん　ねぎ　しめじ　ごぼう　 米　里芋　ごま油　マヨネーズ

魚のみそマヨネーズ焼き　　　のっぺい汁 だいこん　こんにゃく　ごぼう　小松菜 でん粉　黒砂糖

13 火 18:20
牛乳　ひじき　昆布　牛肉　平天 れんこん　干ししいたけ　ごぼう　こんにゃく　梨　 米　じゃが芋　三温糖　黒砂糖

大豆の五目煮　　　　果物（あたご梨） 大豆　厚揚げ　花かつお 小松菜　にんじん　キャベツ　切干大根　いんげん サラダ油

14 水 18:20
牛乳　とり肉　ベーコン　チーズ れんこん　玉ねぎ　ﾏｯｼｭﾙｰﾑ　にんじん　ﾊﾟｾﾘ 米粉パン　グラニュー糖　

里芋のグラタン　　　　　　かぶらスープ キャベツ　ｹﾁｬｯﾌﾟ　ﾋﾟｭｰﾚ　小松菜　かぶ じゃが芋

『千草（ちぐさ）焼き』の名前の由来は、千種類の野菜が入っているかの
様に、たくさんの食材が入っているからだそうですとりにく　中みそ　赤みそ　油揚げ キャベツ　もやし　ねぎ　だいこん さつまいも

16 金 18:20
正式な会食では最後にデザートが出ます。「これで料理はおしまいです
よ」というサイン。甘いものは「もっと食べたい～」という気持ちをおさ
えます。

15 木 18:20
牛乳　干しひじき　卵　まぐろ油漬　豆腐 干ししいたけ　玉ねぎ　にんじん　ごぼう　しめじ 米　麦　ごま油　ごま　三温糖

しょうがは、辛み成分だけでなく、油の酸化を防ぐ働きがあります。から
だを温める作用や、殺菌作用もあります。マーボー春雨　　　　 ビーンズサラダ にんじん　にんにく　キャベツ でん粉　上白糖　ミックス豆

20 火 18:20
ごはん　　　　牛乳　　　　　魚のおろしかけ 牛乳　赤魚　油揚げ　赤みそ　中みそ しょうが　だいこん　にんじん　玉ねぎ　えのき

19 月 18:20
牛乳　豚肉　えび　青大豆　赤みそ しょうが　干ししいたけ　筍　玉ねぎ　小松菜 米　麦　春雨　ごま油　三温糖

米　三温糖　サラダ油　でん粉 明日12/2１は冬至です。昼が一年中で一番短くなる日です。この日にな
んきん（かぼちゃ）を食べてゆず湯に入る風習があります。切り干しの煮つけ　　　　　　みそ汁 切り干し大根 じゃが芋　天ぷら油

今年の給食は、今日で終了です。おいしく食べてくれてありがとう。来年
も元気に会いましょう　(^0^)/　　 デザート ねぎ　もやし　パイン缶 上白糖

牛乳　とり肉　ベーコン　チーズ 玉ねぎ　キャベツ　パセリ　かぼちゃ　 米　バター　サラダ油　ルウ クリスマスメニューです。ローストチキンは一つ一つていねいに学校で焼
きました。(^0^)サラダ　　  かぼちゃスープ　  　ケーキ

冬はなべもの 冬は、体が温まるものが食べたくなります。鍋物は、冬が旬の野菜をたっぷり使うとおいしいです。はくさい・だいこん・ねぎ・しゅんぎく・きのこ･･･
それにゆずをしぼったり、大根おろしを入れたりしてもおいしいです。　　　豆乳鍋がおいしかったです。(*^_^*)

22 木 18:20
牛乳　牛肉　わかめ　かんてん 玉ねぎ　ごぼう　こんにゃく　にんじん　キャベツ 米　麦　三温糖　ごま　サラダ油

レモン果汁　ブロッコリー ケーキ
21 水 18:20


