
～　給食アンケートの結果Part２ です　～

　新しい年を迎えました。今年の抱負は何ですか～？
　今年も皆さんが元気に過ごせるようにおいしい給食で応援します。

　毎日寒いですが、風邪をひいていませんか？　
　好き嫌いせずバランスのよい食事をとって風邪を予防しよう！

　　今から約120年前に始まった給食は、戦争中に一時中断していました。

　　戦後の食料がない時代にﾕﾆｾﾌ･ﾗﾗ（アジア救済公認団体）から物資を送っ 
　てもらい、昭和21年12月24日に学校給食が開始されました。　
　　この日を記念して「学校給食感謝の日」と定められていました。
　　その後、冬休みに重ならない1月24日～30日を「全国学校給食週間」とし
　給食の意義や、役割について理解や関心を深める週間になりました。

・外国の料理を献立に取り入れました。お楽しみに　(*^_^*)

       ★　香ばしい香りがポイント　　２人分

   じゃがいも　　　  ４０ｇ
   にんじん　　　　  １０ｇ その他…献立は食堂に行った時のお楽しみにしとくから（１０％）
   キャベツ　　　　  ７０ｇ ①　じゃがいもは厚めの短冊切り 　　　　　時間がない・親が見る
   カットわかめ　　   １ｇ　　　　　　 にんじんは千切り.キャベツは

   いりごま　　　小さじ１ 　　 角切り。茹でて冷ます。

   くるみ　　　　 小さじ１   アンケートにご協力ありがとうございました。
〔ドレッシング〕 ②　わかめもさっとゆでて冷ます。 　皆さんからいただいたアンケート結果や意見を参考にしてこれからの給食だよりに役立てていきます。
 　さとう　　　小さじ   1/2 ③　ごまはすり、くるみは刻む。

　 酢　　　　　小さじ   1 ④　ドレッシングを作り食材を和える

　 しょうゆ　 小さじ   2/3

　 ごま油　　小さじ   1/2 ・豚スライス肉　　　　　　150g
　 サラダ油小さじ    1/2 　酒･しょう油　　　　　　　各4cc
　 塩・こしょう　       少々 ・にんじん　　　　　　　 　1/4本

・玉ねぎ　　　　　　　　　 1/2個
　★　ドレッシングは市販の和風ドレッシングで十分ですが、 ・もやし　　　　　　　　　　　 60ｇ
　　　いりごまをもう一度煎ってから使うと香りがグンとよくなり ・白菜キムチ　　　　　　　 　80ｇ 　　①豚肉に酒･しょう油で下味をつけておく。

　　　ますよ！　また、くるみの他、市販のミックスナッツを刻ん ・ごま油 小さじ１弱 　　②にんじんは短冊切り。玉ねぎは細めのくし切りにする。

　　　で入れても、手軽にできま～す。 　砂糖 小さじ１/2 　　③ごま油を熱し、豚肉・野菜を炒める。

《献立予定表のクイズの答え》 　みりん 小さじ１弱 　　④白菜キムチを加えAの調味料で味をつける。

【ｸｲｽﾞ１】 ②中国 　中国で発明され日本に伝わりました。奈良時代には、一般的に 　　A 　しょう油  大さじ1強 　　⑤ごはんの上にかけて召し上がれ。

使われていました。 　中みそ 40g 
【ｸｲｽﾞ２】 ②魚 　魚の肉をすりつぶして、調味料を加えて練り、蒸したり焼いたりして 　でん粉 小さじ１強

作られます。

　給食では、アンケート結果で　よかった献立・郷土料理・昔の料理

 　 給食だよりに載せてほしいこと

  ・料理レシピ（季節の料理・簡単メニュー）
  ・４コマ漫画

（ 材料　4人分 ）

～豚キムチ丼～

 岡山県立烏城高校　　給食だより　 　    

　　　学校給食週間（1/24～1/30）です。

※２月の給食だよりにも載せるので見てくださいね♡

　・おいしいです。ありがとう　(*^_^*)
　・楽しみです～♡
　・海鮮･きのこ嫌い　減らして～

　　給食への意見や要望

　・味を濃くして♪
　・肉･肉･肉がいい　(^_^)v

今月の一品

（1/26予定）

セサミサラダ

はい

36%
いいえ

64%

パンの日を増やしたい？（現在月１回）

全部読む

24% 献立表のみ
30%

読んでいない
46%

献立表・給食たよりを読んでいますか？

面倒くさい

67%

つまらない

18%

その他

15%

献立表･給食だよりを読まない理由は？
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8 月

ビビンパ 　　　牛乳 844 kcal

33.4 g

かやくうどん 牛乳 845 kcal

31.7 g

811 kcal

31 g

米粉パン　　いちじくジャム　　牛乳　　ムサカ 816 kcal

32.4 g

ごはん　　 　牛乳 回鍋肉 797 kcal

29.7 g

麦ごはん 牛乳 筑前煮 817 kcal

28.8 g

823 kcal

32.6 g

ごはん　　　牛乳　　　魚の生姜じょう油焼き 769 kcal 【クイズ １】　はしは、どこの国で考え出された道具なの？

おかか和え 34.1 g 　　　　　　　　　　　①日本　　②中国　　③アメリカ　　答えは裏面

みそカツ丼 　　 牛乳 819 kcal

ごま酢和え 赤みそ 34.7 g

ライス＆ナン・カレー　　　牛乳 835 kcal

28.7 g

雑穀ごはん 　　牛乳 817 kcal

29.4 g

五目あんかけそば　　 牛乳 829 kcal 【クイズ ２】　かまぼこの材料は何？

35.1 g 　　　　　　　　　　　①とり肉　　②魚　　③里いも　　　　　　　　　　答えは裏面

ごはん　　　　牛乳　　　　　鯨の竜田揚げ 802 kcal

32.5 g

コスタリカライス　　　　　　　牛乳 819 kcal

25.6 g

17:30 げたのかけ飯 牛乳 794 kcal

考査 26.7 g

17:30 ごはん　　 　　 牛乳 825 kcal

考査 から揚げ 和風サラダ 　　 みそ汁 31.8 g

17:30 ごはん　　　　韓国のり 　　 牛乳 827 kcal

考査 33.8 g
　

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

《　成人の日　》 大人になったことを自覚し、自ら生き抜こうとする青年を祝い励ます日 成人を迎えたみなさ～ん　おめでとうございます  　(^0^)/

　　　平成　30年　1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

10 水 18:20
牛乳　油あげ　昆布　ひじき　わかめ ねぎ　にんじん　玉ねぎ　小松菜　はくさい

9 火 17:30
牛乳　牛肉　赤みそ　卵　豚肉 にんにく　ほうれん草　にんじん　もやし

うどん　小豆　上白糖　黒砂糖 昔から、鏡開き(1/11)には、ぜんざい・小正月(1/15)には、小豆がゆを
食べていました。ひじきの五目和え　　　　ぜんざい　　 ちりめん　とりにく　かまぼこ えのき　もやし　ごぼう　 白玉もち　ごま油　アーモンド

あけましておめでとうございます。今年のスタートはビビンパ♪今年もい
いことたくさんありますように　(^_^)v酸辣湯（サンラータン）　　　　ゼリー 寒天 生姜　たけのこ　ねぎ でん粉　ゼリー

米　ごま油　三温糖　サラダ油　

12 金 18:20
牛乳　卵　ヨーグルト　牛肉　大豆 なす　トマトピューレ　にんにく　パセリ　玉ねぎ

11 木 18:20
ごはん　　　　　牛乳　　 　　ぶりの照り焼き 牛乳　ぶり　油あげ　こぶ　 干ししいたけ　にんじん　たけのこ　だいこん

米粉パン　いちじくジャム　三温糖 《旬の食べ物　ほうれん草》寒くなると糖分を増やし凍えるのをふせ
ぎます。これが甘さの秘密です。だいこんサラダ　　　　　いんげん豆のスープ ベーコン ケチャップ　みずな　だいこん　キャベツ　にんじん じゃが芋　ｺｰﾝ　サラダ油　インゲン豆

米　三温糖　サラダ油　白玉もち 今日はお正月の献立です。〔きんかん〕の果実は、かんきつ類の中で最小
です。皮が甘く、皮ごとか、皮だけ食べます。のどの痛みに効果があると
されています。七福なます　　白玉汁　　　果物（きんかん） れんこん　こんにゃく　ほうれん草　きんかん

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～。かきたま汁　　　手作り杏仁豆腐 にんにく　しょうが　にんじん　チンゲンサイ じゃが芋　上白糖

《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。

15 月 18:20
牛乳　豚肉　卵　寒天　赤みそ 玉ねぎ　キャベツ　筍　ねぎ　ピーマン　たけのこ 米　ごま油　三温糖　でん粉

16 火 18:20
牛乳　若どり　平天　ままかり れんこん　こんにゃく　にんじん　たけのこ 米　麦　三温糖　でん粉　天ぷら油

ままかりの三杯酢　　　　　　　果物（いよかん） 干ししいたけ　いんげん　ごぼう　いよかん サラダ油　里芋　

ソフト麺　サラダ油　小麦粉　コーン シーフードスパゲッティには、えび・白いか・ベビーホタテ貝が入ってい
ます。おいしいですよ♪さつまいものサラダ　　　　　　　果物（オレンジ） ロースハム キャベツ　ネーブルオレンジ さつま芋　バター　上白糖

17 水 18:20
シーフードスパゲッティ　 　牛乳　 牛乳　ベーコン　えび　いか　ほたて パセリ　マッシュルーム　玉ねぎ　にんじん

18 木 18:20
牛乳　あじ　豆腐　油揚げ　ちくわ ねぎ　しょうが　にんじん　はくさい　 米　三温糖　ごま　サラダ油

呉汁（ごじる） 赤みそ　中みそ　大豆 小松菜　ごぼう　だいこん 里芋

23 火 18:20
牛乳　いわしの梅煮　とり肉 キャベツ　もやし　にんじん　だいこん　ごぼう

みそカツ丼は名古屋市のご当地グルメの一つです。
　　 すまし汁 もやし　みつば　にんじん　えのき 三温糖　でん粉　すりごま

22 月 18:20
牛乳　大豆　とり肉　ヨーグルト ケチャップ　しょうが　にんじん　ピーマン 米　ナン　じゃが芋　カレールウ

19 金 18:20
牛乳　豚肉　卵　豆腐　わかめ キャベツ　アップルソース　玉ねぎ　小松菜 米　小麦粉　パン粉　天ぷら油

雑穀　米　小麦粉　サラダ油　 今日は昔の食べ物の献立です。すいとん汁は、小麦粉で作った団子が入っ
ています。「水団」と書きます。いわしの梅煮　 　　そえ野菜　    　すいとん汁 油揚げ ねぎ　 里芋　

ナンは小麦粉と塩･水･酵母を使って作られたパンのような物です。カレー
をつけて食べてね♪ブロッコリーのサラダ　　　ヨーグルト 玉ねぎ　にんにく　キャベツ　ブロッコリー サラダ油　ココナツミルク　上白糖

24 水 18:20
牛乳　豚肉　いか　えび　ぎょうざ にんじん　玉ねぎ　はくさい　たけのこ　もやし 中華めん　ごま油　でん粉　

ぎょうざ　　　　　　　　 果物（りんご） うずら卵 きくらげ　しょうが　チンゲンサイ　りんご

26 金 18:20
牛乳　茎わかめ　とり肉　粉チーズ ピーマン　玉ねぎ　パプリカ　マッシュルーム

25 木 18:20
牛乳　鯨の竜田揚げ　卵　赤みそ きゅうり　キャベツ　にんじん　もやし　かぼちゃ

米　とら豆　ひよこ豆　オリーブ油 中央アメリカのコスタリカ共和国では、豆をよく食べます。コスタリカの
家庭料理を給食風にアレンジしました。セサミサラダ　　　　　  　　　果物（ポンカン） トマト　にんじん　キャベツ　ケチャップ　ポンカン ごま　じゃが芋　

鯨（くじら）を食べたことがありますか？昭和40年代まではよく給食に
出ていたそうです(^o^)千草和え　　　　　　　　　　みそ汁 中みそ　油揚げ ねぎ　玉ねぎ

米　天ぷら油

29 月
牛乳　げたミンチ　ちくわ　油揚げ しょうが　にんじん　ごぼう　干ししいたけ　ねぎ 米　ごま油　三温糖　でん粉　 「げた」は、舌平目の瀬戸内地方の呼び名です。岡山の郷土料理です。

骨ごとミンチにしてあるのでカルシウムたっぷりです。わけぎのぬた　　　　　　　　焼きプリンタルト 白みそ　わかめ だいこん　白菜　わけぎ　 上白糖　焼きプリンタルト

30 火
牛乳　わかめ　とり肉　花かつお しょうが　にんにく　ほうれん草　キャベツ 米　天ぷら油　でん粉　マヨネーズ 唐揚げは食べたい献立アンケートの２位でした♪チキンにしょうが･にん

にく･卵･しょう油･塩･こしょうをもみ込んで揚げました。冷めてもやわら
かいよ♪ベーコン　豆腐　中みそ　赤みそ だいこん　にんじん　玉ねぎ　えのき　にら 上白糖

食生活を見直そう！ 好きなものだけ食べるのではなく、体に必要な【からだを作る食べ物・体の調子を整える食べ物・熱や力のもとになる食べ物】をバランス良く食べましょう。

31 水
牛乳　のり　さわら　中みそ　赤みそ しょうが　にんにく　ねぎ　白菜キムチ　しめじ 米　ごま油　いりごま　サラダ油 韓国料理です。ヤンニョムジャンとは「薬味のたれ」の意味。

にんにく・ごま・ごま油・ねぎ・しょうがなどをまぶして焼きました。魚のヤンニョムジャン焼き　　　みそチゲ 豆腐　豚肉 もやし　玉ねぎ　にんじん　にら じゃが芋　トック
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