
　　今月の献立には、酢や梅干を使った料理をとりいれました。

  　すっぱいものは、食欲をだしたり､疲れをとったりする効果があり

 ます。酢には、食材を腐りにくくする・魚の臭みをとる・肉をやわらか

 くする・塩味をやわらげる。などの働きもあります。　

　　苦手な人もいると思いますが、食べてほしいです。

　　１．じゃが芋１㎝のいちょう切り

　　　　玉ねぎ薄切り・パセリみじん切り

・じゃが芋 　　中２個 　　　　ベーコン１．５㎝くらいに切る。

・玉ねぎ 　１／２個 　　２．じゃが芋はゆでておく

・ベーコン 　　　２０g 　　　　　　　　　　（電子レンジでもO.K.）

・パセリ 　　　 少々 　　３．サラダ油を熱し、ベーコンをカリカリ

　サラダ油 小さじ１弱 　　　　に炒めて、玉ねぎを加えしんなり

　食塩 小さじ１弱 　　　　するまで炒める。②のじゃが芋も

　こしょう 適量 　　　　加え、食塩・こしょうで味をつける。

　酢 小さじ１強 　　　　仕上げに酢を加えてできあがり♡

　　細菌の活動が活発になるので、食中毒がおこりやすく 　　　ペットボトルの飲み物って、携帯にとても便利ですね。

 岡山県立烏城高校　　給食だより　 　６月号     平成２９年　６月　１日発行

　　梅雨の時期になりました。じめじめしたこの時期は、
ペットボトル飲料　便利だけど…

　気温が高く湿気の多い日が続きます。

　なります。衛生に気をつけて、元気に生活しましょう　(^^)/ 　　　飲み切れなくてもフタができるから、カバンの中にも入るし。

（栄養教諭　こたか） 　　　みなさん、開封してからどのくらいで飲みきっていますか？
　　　口をつけて飲むと口の中にいる細菌がペットボトルの中に　
　　入ってしまい、温度と開封することで入る空気・飲料の中の

　　糖分などが栄養となり、細菌が、増えてしまうのです。
　　　温かいところには置かず、なるべく保冷し、早めに飲み切る
　　ようにしましょう。

～今月の一品　ジャーマンポテト～　（６/２１予定）

（ 材料　4人分 ）

【クイズ１の答え】　②大豆…大豆にはたんぱく質が多く含まれています。
【クイズ２の答え】　①うめ…梅の実を塩漬けにした後日干しにしたものです。

残量調査を実施します
６月１２日～１６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。



考査 ごはん 牛乳 魚の照り焼き 796 kcal

17:30 ごま和え ぶた汁 一口ゼリー 豚肉　赤みそ 32.8 g

考査 ピザトースト 牛乳 玉ねぎ　ピーマン　エリンギ　パセリ 食パン　バター　マヨネーズ 821 kcal

17:30 クリームスープ 野菜ジュース にんじん　野菜ジュース じゃが芋　ポタージュ 28.2 g

麦ごはん 　 牛乳 812 kcal

30.4 g

ごはん　　牛乳　　　魚の梅マヨネーズ焼き 790 kcal

32 g

みそラーメン 牛乳 802 kcal

えびとじゃが芋のからあげ　　　ゼリー 29 g

もぐ丸くんごはん 牛乳 770 kcal

29.1 g

9 金 カツカレー 　牛乳 860 kcal

ミニトマト ちりめんじゃこ 29.6 g

18:20 ごはん ふりかけ 牛乳 818 kcal

残量調査 マーボー春雨 　　　　　　　黄にらぎょうざ 28.7 g

18:20 かやくうどん　　 牛乳 808 kcal

31.6 g

18:20 麦ごはん 牛乳 手作りプリン 牛乳　とり肉　豆腐　卵　もずく こんにゃく　赤ピーマン　筍　ピーマン　にら 米　麦　三温糖　じゃが芋 826 kcal

 修学旅行 チキンのオイスターソース炒め　　もずくスープ 寒天 にんじん　しょうが　きくらげ　玉ねぎ サラダ油　ごま油 30.2 g

18:20 麦ごはん 味付けのり 牛乳 825 kcal

 修学旅行 31.1 g

18:20 820 kcal

 修学旅行 25 g

ごはん 牛乳　　　 赤魚のチリソース 803 kcal

27.5 g

ごはん 牛乳 甘酢和え 821 kcal

29.4 g

835 kcal

29.2 g

ごはん 牛乳 もずく 801 kcal 【クイズ １】　畑の肉ってなんでしょう？

26.7 g 　　　　　　　　　①にんにく　　②大豆　　③じゃが芋　　　　　　答えはうら

そぼろごはん 牛乳 829 kcal

かみなり汁 28 g

麦ごはん 牛乳 牛乳　いわし　とり肉　がんもどき しその葉　こんにゃく　にんじん　ごぼう 米　麦　ごま　三温糖　でん粉 848 kcal

炒り煮 筍　干ししいたけ　枝豆　しょうが 天ぷら油　里芋 30 g

ライス　　　　ビーフストロガノフ　　　　　牛乳 牛乳　牛肉　寒天　 にんにく　玉ねぎ　セロリ　パセリ　にんじん 米　ビーフルウ　サラダ油 817 kcal 【クイズ ２】　梅干しは何の実から作られるの？

サワークリーム マッシュルーム　キャベツ　みかん缶 コーン　じゃが芋　上白糖 24.7 g 　　　　　　　　　　　①うめ　　②すもも　　③りんご　　　　　　　答えはうら

麦ごはん  牛乳 焼き野菜 801 kcal

30.1 g

わかめごはん 牛乳 811 kcal

けんちん汁 32.3 g

牛乳 827 kcal

魚のピカタ　　　そえ野菜　　　　ミネストローネ 32.9 g

　平成　２９年　６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

考査４日目ですね～。集中力を高める豚肉を食べてfight！
サラダ油　里芋　一口ゼリー

2 金
牛乳　ベーコン　とり肉　チーズ 初メニューです♪一つ一つ給食室で作りました。感想を教えてね

♪

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 木
牛乳　さわら　油揚げ　中みそ キャベツ　小松菜　ねぎ　にんじん　ごぼう 米　三温糖　上白糖　すりごま

6 火 18:20
牛乳　鮭　豆腐　平天　昆布 玉ねぎ　ねぎ　にんじん　梅干し　こんにゃく

5 月 18:20
牛乳　卵　とり肉　豆腐　赤みそ 玉ねぎ　青じそ　にんじん　きゅうり

米　マヨネーズ　じゃが芋 梅には疲れをとる働きのクエン酸が多く含まれます。防腐効果や
食欲増進の働きがあります。野菜のきんぴら　　すまし汁 いんげん　ごぼう　みつば　えのきだけ ごま　三温糖　ごま油

手洗いは水でぬらしただけでは効果がなく、かえってﾊﾞｲｷﾝが増え
ます。石けんで洗いましょう♪和風ハンバーグ　　千草和え　　　みそ汁 中みそ　錦糸卵　油揚げ キャベツ　もやし　ねぎ　かぼちゃ

米　麦　サラダ油　パン粉

インドネシアのジャカルタから日本に伝わった時に「ジャカルタ
芋」→「じゃが芋」になったそうです。剣えび にんにく　ねぎ　きくらげ　もやし でん粉　オレンジゼリー

8 木 18:20
牛乳　いわし　花かつお　卵 連島ごぼうご飯　キャベツ　にんじん　小松菜

7 水 18:20
牛乳　豚肉　中みそ　赤みそ　大豆 にんじん　玉ねぎ　キャベツ　しょうが 中華麺　ごま　ごま油　じゃが芋

17:30
牛乳　卵　牛肉　豚ヒレ肉　 玉ねぎ　にんにく　にんじん　しょうが　 米　天ぷら油　カレールウ　小麦粉 太陽をいっぱいあびて育った旬の野菜は、体を元気にする働きの

ビタミン類がたくさん含まれていますよ♪球技大会 fight！

米　でん粉　おつゆ麩　 今日のごぼう倉敷市連島の特産です。｢もぐ丸くん｣は連島ごぼう
のマスコットキャラクターです。いわしの生姜煮　　おかか和え    かきたま汁 玉ねぎ　にら

球技大会 梅ドレッシングのサラダ　 梅干し　キャベツ　小松菜　ミニトマト　 パン粉　上白糖　じゃが芋

12 月
牛乳　えび　豆腐　豚肉　赤みそ しょうが　にんじん　小松菜　玉ねぎ 米　春雨　ごま油　三温糖

いしもちじゃこのから揚げ　　　果物（メロン） かまぼこ　油揚げ　わかめ メロン

14 水

今週一週間は地場産物が多く登場します(*^_^*)
今日は《岡山特産　黄にら》が入ったぎょうざです。黄にらぎょうざ 筍　にんにく　干ししいたけ ふりかけ

13 火
牛乳　いしもちじゃこ　とり肉　 にんじん　玉ねぎ　ごぼう　えのき　ねぎ うどん　でん粉　天ぷら油 《地場産物　いしもちじゃこ》岡山県の海でとれました。

5月～9月がよくとれる旬の時期です。

麦ごはんは「食物せんい」がたくさんとれます。腸がきれいにな
り、お肌もきれいになりますよ　(*^_^*)

15 木
牛乳　味付けのり　太刀魚　平天 しょうが　いんげん　干ししいたけ 米　麦　サラダ油　三温糖 ｢太刀魚（たちうお）｣細長く平たい銀色の魚で、姿が｢太刀（た

ち）｣に似ているのでこの名。２㍍になるのもいます。太刀魚の塩焼き　　　　　　含め煮 高野豆腐 ごぼう　にんじん　こんにゃく

19 月 18:20
牛乳　赤魚　ベーコン トマト　ねぎ　にんにく　しょうが　チンゲンサイ

じゃが芋

16 金
テンペ入りかき揚げ丼　　　牛乳 牛乳　ひじき　干しアミ　いか いんげん　ごぼう　玉ねぎ　かぼちゃ 米　米粉　天ぷら油　でん粉

米　でん粉　天ぷら油　ごま油 だんだんと暑くなってきて食欲のない時でもピリ辛のチリソース
が食欲をそそるといいな♪そえ野菜　　　　　ワンタンスープ にんじん　キャベツ　もやし　きくらげ　玉ねぎ ワンタン皮　

【テンペ】は、インドネシアの伝統的な発酵食品です。大豆など
をテンペ菌で発酵させた健康食品です。みそ汁　　　　　　　　　　　　 果物（冷凍みかん） テンペ　わかめ　豆腐　みそ にら　えのき　にんじん　冷凍みかん 小麦粉

21 水 18:20
トマトソース麺　　　　　　　　牛乳 牛乳　粉チーズ　豚肉　ベーコン

20 火 18:20
牛乳　とり肉　わかめ　中みそ

玉ねぎ　ﾄﾏﾄ　にんにく　にんじん　ｾﾛﾘ　ﾊﾟｾﾘ ソフト麺　ハヤシルウ　サラダ油
ジャーマンポテトは、ドイツの家庭料理です。

ジャーマンポテト　　　　　　ミックスフルーツ ﾏｯｼｭﾙｰﾑ　冬瓜シロップ漬け　みかん缶　もも缶 じゃが芋　カットゼリー

穀類や芋類、砂糖や油などを食べると体の中で熱や力になります
このことをエネルギーといいます。若鶏のねぎ塩焼き　　　　　　　みそ汁 赤みそ　油揚げ　豆腐 にんじん　切り干し大根　なす　にら

しょうが　ねぎ　キャベツ　玉ねぎ 米　サラダ油　上白糖　ごま

22 木 18:20
牛乳　牛肉　厚揚げ　もずく いんげん　玉ねぎ　にんじん　こんにゃく 米　黒さ棟　三温糖　サラダ油

肉じゃが　　　きゅうりの辛子和え きゅうり　キャベツ

かみなり汁の名は、豆腐や、こんにゃくを炒める大きな音が、
かみなりのようなので。　　果物（冷凍ピーチ） 中みそ　赤みそ こんにゃく　かぼちゃ　玉ねぎ　冷凍ピーチ ごま油　

26 月 18:20
青じそは和食の味をひきたてる香味野菜。防腐作用もあるので食
中毒防止にも役立ちます。だからお刺身についているのですね。いわしの青じそ風味

23 金 18:20
牛乳　豆腐　　豚肉　とり肉　大豆　 にんじん　ごぼう　いんげん　しょうが　ねぎ 米　コーン　サラダ油　三温糖

牛乳　いか　中みそ　油揚げ　　 しょうが　にんにく　玉ねぎ　りんご　ねぎ 米　麦　三温糖　サラダ油 BBQソースにはすりおろした、りんご･玉ねぎ･にんにく･しょう
がで作りました。かくし味にみそを入れています。イカのBBQソース味　　　　　　　みそ汁 赤みそ　 れんこん　かぼちゃ　いんげん　にんじん でん粉　天ぷら油　

27 火 18:20
ポテトフレンチサラダ　　手作り牛乳かんてん

28 水 18:20

30 金 18:20
バターロールパン 牛乳　ホキ　粉チーズ　卵

29 木 18:20
牛乳　わかめ　豚肉　油揚げ

パセリ　ブロッコリー　にんじん　トマト バターロールパン　小麦粉 ピカタとはイタリア料理の一つ。肉や魚に小麦粉をまぶし溶き卵
をつけて黄金色に焼いたものです。ベーコン キャベツ　玉ねぎ　にんにく　セロリ- サラダ油　じゃが芋　マカロニ

ねり梅を加えた煮物です。さっぱりしています。
豚肉の梅の香煮 豆腐 ねぎ　しめじ　ごぼう　だいこん ごま油　里芋

こんにゃく　しょうが　枝豆　梅干し　にんじん 米　じゃが芋　三温糖　サラダ油
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