
まだ寒い⽇が続きます。⾵邪をひいていませんか︖

〈体を温める食材〉 【大豆】･･･　大豆はタンパク質が豊富です。大豆などのタンパク質は食事で

○地中で育つ食べもの・・・しょうが、ねぎ、にんにく、玉ねぎ 　　　　　　　消費するエネルギーが高く効率よく体を温めます。

○冬が旬のもの　　・・・　　鮭、さば、いわし 【青魚】・・・　サバやいわしなどの青魚は血液をさらさらにしてくれるDHAや、

○日干し･発酵・塩漬けしたもの・・・　干ししいたけ・納豆・みそ 　　　　　　　EPAが豊富です。脂肪燃焼を促進することで熱エネルギー量を

○精白・生成していないもの　・・・　　麹（こうじ）・天然塩・黒砂糖 　　　　　　　増やし、冷えの改善が期待できます。

【みかん】・・・みかんはビタミンCが豊富です。

〈体を冷やす食材〉 【かぼちゃ】・・・かぼちゃの栄養価の高さは野菜の中でもトップクラスです。

○地面の上に出ている植物 ・・・ほうれん草・小松菜 　　　　　　　　　皮膚･粘膜や目の網膜を健康に保つ働きがあります。

○夏が旬のもの ・・・きゅうり・トマト・すいか 　　　　　　　　　風邪の予防にも効果的です。

○精製加工品 ・・・小麦・精製塩・白砂糖・化学調味料

＊朝・昼・夜のポイント 〈昼食で胃腸の働きを促進〉 〈夕食はゆったりと〉

〈朝食で体温上昇〉 ○昼食に薬味を加えて胃腸の働きを活発にしましょう。 ○夕食は１日の疲れを癒やす食事です。

○体温も代謝も最も低い１日の始まりには温かく、消化のよいものを。 　温め効果のしょうがやねぎなどの薬味を取り入れると 　 ゆっくりとリラックスして楽しみましょう。　

　　　そして、熱を作るためのタンパク質をとりましょう。食欲や時間の 　冬だけでなく、夏の冷房による冷え対策にもなりますよ。 　 冬は暖かい鍋料理がおすすめです。

　　　ない人もスープなどの温かいものを飲むだけでもいいですね。

＊夜間の食事は控えめに ＊体を冷やす野菜は加熱しよう
○夜間は活動量が減るため、あまりエネルギーを消費しません。 ○体を冷やすとされる食材も、熱を加えるとその作用が弱まります。

　　　エネルギー源となる炭水化物や消化に時間のかかる脂質の多い 　 健康のためにたくさん食べたい野菜は加熱して食べましょう♪ （参考資料　薬局の健康情報誌　ライフ）

　　　食べ物は控えましょう。

～あったか豚汁～　　（４人分） 　　①ごぼうは２㎜幅にスライス。玉ねぎくし切り。

～スープ～（４人分） ・豚肉 ３００ｇ 　　　にんじん、大根はいちょう切り。

・ベーコン ３０ｇ 　　　　しょう油　　　少々 ・ごぼう 1本 　　　豚肉・こんにゃくは一口大に切る。　

・じゃが芋 ２個 　　　　塩・こしょう　少々 ・大根 1/4本 　　　しょうがはみじん切り。

・ブロッコリー １２０ｇ  水　　 ８００ｃｃ ・にんじん 1/3本 　　②ごま油を熱ししょうがを入れ、豚肉・ごぼう

・にんじん ・こんにゃく 1/2本 　･ごま油 大さじ１ 　　　こんにゃくを炒める。

・玉ねぎ １個 　　②　煮えにくいものから入れ調味料で味を調える ・玉ねぎ １個 　・みそ ５０ｇ 　　③だし汁を加え大根、にんじんを入れる。

・ねぎ 1/4袋 　・だし汁 １リットル 　　④野菜が煮えたらみそを溶いて入れる。

・しょうが １かけ 　　　（煮干しでとっておく） 　　⑤５㎜くらいに切ったねぎを加え仕上げる。

※　季節の野菜は何でもO.Kです。トマトを入れてさっぱり味や、かぼちゃと牛乳

を入れてシチューもおいしいです   (^o^)

体を芯から温める食事

＊体を温める食べ物 ＊注目のぽかぽか食材

食習慣を見直そう

　　①　水に固形コンソメ１個を入れる



17:30 オムライス 牛乳 892 kcal

考査 27.1 g

17:30 麦ごはん たくあん 牛乳 825 kcal

考査 酢豚 25.9 g

17:30 さけずし 牛乳 しゅうまい 844 kcal

考査 千草和え 赤だし 節分豆 31.5 g

麦ごはん 牛乳 みそ汁 832 kcal

29.5 g

きつねうどん 牛乳 827 kcal

だいこんサラダ 29.2 g

ごはん 牛乳 みそ汁 800 kcal

27.1 g

玄米ご飯 のり佃煮 牛乳 797 kcal

ちゃんこ鍋 ごま酢和え 果物 25.6 g

赤米ごはん 牛乳 853 kcal

若鶏のごまがらめ　菜の花のからし和え みつば 32.4 g

カツカレー 牛乳 833 kcal

フレンチサラダ 果物 29.7 g

　今月の一品 ３／１予定

 考査が終わると、今年度の給食もあとわずかです。 　《若鶏のごまがらめ》　　４人分 　　　　★作り方

 毎日おいしく食べてくれてありがとうございました。 　・とりもも肉 （揚げ用）１２切れ ①とり肉に下味をつける。

 食事はお腹をいっぱいにするためだけのものではありませんよね。 　　 　酒 10ｃｃ　塩　　少々 　　　　　② でんぷん・小麦粉をまぶして油で揚げる ② 肉にでんぷん・小麦粉をまぶして油で揚げる。 

そして栄養だけが完璧ならいいというものでもないですね。友達と食べる、 　・でんぷん ２５ｇ  小麦粉 １６ｇ ③ 揚がったとり肉に、ごまだれをからめる。

先生と食べる、家族で食べるなど、楽しく食べることも大切です♪ 〔ごまだれ〕 （加熱しておく）

 来年度の給食も心をこめて作っていきます。楽しみにしていてくださいね。  　いりごま　 ８ｇ      

   砂糖　 　 １２ｇ　　　

～卒業生のみなさんへ～ 　 しょう油 　  8g           

　烏城高校の給食はいかがでしたか？何か心に残るメニューはあったでしょうか。 　みりん　　小さじ１弱

　季節を感じる食べ物や、日本の伝統として知っておいてほしいものなど、みなさんが社会に 　水　　      小さじ１

　でたり、家庭を持ったりした時に、思い出してほしいと献立を考えて作りました。

　食は生きていくために欠かすことは出来ません。給食のこと、忘れないでね。

　そして、元気で活躍してくれることを祈っています。

　　　平成　29年　2・3月　　　献立予定表 　　　　　　　　岡山県立烏城高校

２月

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

1 水
牛乳　卵　とり肉　ウインナー　ヨーグルト ケチャップ　にんじん　玉ねぎ　セロリー　しめじ 米　サラダ油　じゃが芋 考査中です。疲れてないですか～?適量の甘いものは脳のエネルギーにな

ります。フルーツにちょっぴり甘いヨーグルトをかけました。一息ついて
fight！ポトフー　　　　　　フルーツのヨーグルト和え かぶ  ｷｬﾍﾞﾂ  パセリ　もも缶　パイン缶　みかん缶

2 木
牛乳　豚肉　ベーコン たくあん　ピーマン　生きくらげ　ケチャップ 米　麦　小麦粉　サラダ油　三温糖　 『ごまを１日に３粒食べれば頭が良くなる』といわれます。記憶力にかか

わるレシチンを含んでいるからです。春雨スープ しょうが　にんじん　玉ねぎ　たけのこ　にら ごま油　じゃが芋　春雨　天ぷら油

3 金
牛乳　鮭フレーク　卵　きざみのり　みそ いんげん　きゅうり　キャベツ　もやし　しめじ 米　上白糖　じゃが芋　白玉麩

米　麦　サラダ油　パン粉　じゃが芋 今日の和風ミートローフにはとり肉・豆腐・玉ねぎ・にんじん・青じそを
入れました。和風ミートローフ　　　ポテトサラダ　 油揚げ　わかめ もやし　ねぎ コーン　上白糖　マヨネーズ

2/3は節分。明日は立春（りっしゅん）もう春ですよ♪
豆腐　大豆 にんじん　玉ねぎ　みつば

　　　　　　　　　　　　　　　　2/６～2/20　給食はありません

21 火 18:20
牛乳　牛肉　豆腐　とり肉　中みそ　赤みそ しそ　にんじん　玉ねぎ　きゅうり　キャベツ

23 木 18:20
牛乳　いわし　中みそ　豆腐　赤みそ しょうが　キャベツ　もやし　にんじん　玉ねぎ

22 水 18:20
牛乳　かまぼこ　とり肉　油揚げ　わかめ えのき　たまねぎ　にんじん　ねぎ　だいこん

米　黒砂糖　でん粉　天ぷら油 魚の献立の日も多いのですが、皆さん「おいしい♪」と言ってよく食べて
くれるので嬉しいです。いわしのかば焼き　　　　そえ野菜 油揚げ　わかめ ねぎ

おから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。おからケーキ キャベツ　コーン　きゅうり　ミニトマト　

うどん　三温糖　ごま　おからケーキ

相撲をとる前に力士が塩をまくのは、土俵を清めるためです。
もやし　キャベツ　ハッサク ごま

　　　　　　　　　　　　　　　２/２７・２/２８　  給食はありません

３月

24 金 18:20
牛乳　のり佃煮　つくね　豚肉　焼き豆腐 しめじ　ねぎ　はくさい　だいこん　にんじん　 米　玄米　ごま油　くずきり　上白糖

卒業のお祝い献立です。卒業生の皆さんおめでとうございます。学校生活
最後の給食です。食べにきてね♪

生ふ　小麦粉　お祝いデザート

すまし汁　　　          お祝いデザート

1 水 17:30

牛乳　とり肉　豆腐 はくさい　菜の花　にんじん　玉ねぎ　えのき 米　赤米　三温糖　ごま　でん粉

カレールウ　

　　　　バランスの良い食事と健康な体について考えよう！

★  ごまの風味がおいしいよ～♡

　　　　　　　　　　　　　　　　３/2～３/１7  給食はありません

21 火 17:30
牛乳　牛肉　とり肉　 玉ねぎ　にんじん  キャベツ　もやし　きゅうり 米　麦　サラダ油　三温糖　 今年度のしめくくりは、カツカレーです。一年間おいしく食べてくれてあ

りがとうございました　(*^_^*)


