
18:20 ピザトースト 牛乳 814 kcal

考査 30.1 g

ちゃんぽんうどん　　　牛乳 春巻き 839 kcal

そえ野菜 36 g

麦ごはん 　牛乳 呉汁 818 kcal

魚の変わり西京焼き　　　　おかか和え 35.6 g

817 kcal

33.3 g

玄米ごはん 　牛乳 きんぴら 819 kcal

みそ汁 30.2 g

赤飯 　　　　牛乳 846 kcal

若鶏のごまがらめ　　　　千草和え みつば 33.6 g

カツカレー 牛乳 820 kcal

フレンチサラダ 果物 29.7 g

　今月の一品 ２／２８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。 栄養教諭　こたか
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２月

日 曜 給食時間 献立名
主要材料 エネルギー

　　　　　　　　　　　　　　　　2/５～2/20　給食はありません

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 金
牛乳　豆乳　ベーコン　とり肉　 玉ねぎ　ピーマン　ほうれん草　にんじん 食パン　バター　マヨネーズ　じゃが芋 考査最終日。Fight！　ピザトースト食べたい！リクエストが多かったで

す♪野菜と豆乳のスープ　　オレンジジュース ミックスチーズ オレンジジュース コーン　サラダ油

20 水 18:20
牛乳　うずら卵　豚肉　いか　春巻き キャベツ　玉ねぎ　にんじん　しょうが　たけのこ

21 木 18:20
牛乳　さわら　白みそ　花かつお　大豆 はくさい　ほうれんそう　ごぼう　だいこん　ねぎ

元々は立春の頃、新芽が出た野菜を具として作られたところから「春巻
き」と名付けられたと言われます。ヨーグルト ヨーグルト にんにく　チンゲンサイ　きくらげ　ブロッコリー

うどん　でん粉　ごま油　

22 金 18:20
ごはん　　　　　牛乳　　　　　そえ野菜 牛乳　豚肉　卵

米　麦　ごま　マヨネーズ　三温糖 【旬の食べ物　はくさい】冬にとれる野菜です。水分が多いのですが、カ
ルシウムやビタミン類・鉄分もふくみ、体の調子を整えます。ちくわ　油揚げ　中みそ にんじん バター　里芋

玉ねぎ　にんにく　キャベツ　もやし　にんじん 米　三温糖　バター　でんぷん シャリアピンソースとは、1936年に日本に訪れたオペラ歌手ﾌｮｰﾄﾞﾙ･ｼｬﾘ
ｱﾋﾟﾝの求めに応じて作られました。日本特有のステーキソースです。豚肉のシャリアピンソース　　　かきたま汁 えのき　トマト　チンゲンサイ

　　　　　　　　　　　　　　　２/２６・２/２７　  給食はありません

25 月 18:20
牛乳　とり肉　卵　赤みそ　豆腐　平天 玉ねぎ　にんじん　こんにゃく　しそ　ごぼう 米　玄米　サラダ油　パン粉　ごま

寒い日には温かい汁物が嬉しいですね♡
和風ミートローフ 油揚げ　わかめ　中みそ たけのこ　いんげん　えのき　にら 三温糖　ごま油　じゃが芋

28 木 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

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

米　赤米　三温糖　ごま　でん粉

３月
　　　　　　　　　　　　　　　　３/2～３/１８  給食はありません

19 火 17:30
牛乳　牛肉　　豚肉　 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　(*^_^*)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～♡

http://www.misaki.rdy.jp/illust/child/icon/hana/haru/sozaitext/101.htm
http://www.misaki.rdy.jp/illust/child/icon/hana/haru/sozaitext/101.htm


（ 材料　4人分 ）
・じゃが芋 　　中２個 　　①じゃが芋１㎝のいちょう切り
・玉ねぎ 　１／２個 　　　　玉ねぎ薄切り・パセリみじん切り

～スープ～（４人分） ・ベーコン 　　　２０g 　　　　ベーコン１．５㎝くらいに切る。
・ベーコン ３０ｇ 　　　　しょう油　　　少々 ・パセリ 　　　 少々 　　②じゃが芋はゆでておく
・じゃが芋 ２個 　　　　塩・こしょう　少々 　　　　　　　　　　（電子レンジでもO.K.）
・ブロッコリー １２０ｇ  水　　 ８００ｃｃ 　サラダ油 小さじ１弱 　　③サラダ油を熱し、ベーコンをカリカリ
・にんじん 　食塩 小さじ１弱 　　　　に炒めて、玉ねぎを加えしんなり
・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 　こしょう 適量 　　　　するまで炒める。②のじゃが芋も

　酢 小さじ１強 　　　　加え、食塩・こしょうで味をつける。
　　　　仕上げに酢を加えてできあがり♡

～ポトフ～ （ 材料　4人分 ）
～厚揚げの肉味噌ソース～　　（４人分） ・豚　肉　　　　　  ４０ｇ 　　・コンソメ　　　　　　 １個と1/2
・小さめの厚揚げ　　４個 ・ウインナー　　　２０ｇ 　　・水　　　　　　　　　 ２００cc
・かぼちゃ　　　　　 １００ｇ　 ・じゃがいも　　 1/2個　　 　　・うすくちしょう油　　小さじ１
・肉みそソース ・にんじん　　　　 ３０ｇ 　　・塩、こしょう　　   　適　量

・たまねぎ　　　 1/2個
           ②かぼちゃは一口大に切りレンジで加熱する。 ・キャベツ  葉        ４枚
           ③肉みそソースの野菜をみじん切りにし、肉と一緒に ①　豚肉・ウインナー・野菜を一口大に切る。
　            ごま油で炒める。火を弱めて調味料を加える。 ②　鍋にコンソメと水を入れて煮込む。
           ④厚揚げとかぼちゃを盛りつけ、ソースをかける。

　「火にかけた鍋」という意味です。

～あったか豚汁～　　（４人分）
・豚肉 ３００ｇ
・ごぼう 1本
・大根 1/4本
・にんじん 1/3本
・こんにゃく 1/2本 　･ごま油 大さじ１
・玉ねぎ １個 　・みそ ５０ｇ
・ねぎ 1/4袋 　・だし汁 １リットル
・しょうが １かけ 　　　（煮干しでとっておく）

　　①ごぼうは２㎜幅にスライス。玉ねぎくし切り。
　　　にんじん、大根はいちょう切りにする。
　　　豚肉・こんにゃくは一口大に切る。　
　　　しょうがはみじん切り。
　　②ごま油を熱ししょうがを入れ、豚肉・ごぼう
　　　こんにゃくを炒める。
　　③だし汁を加え大根、にんじんを入れる。
　　④野菜が煮えたらみそを溶いて入れる。
　　⑤５㎜くらいに切ったねぎを加え仕上げる。

           ①厚揚げはレンジで温めてからトースターで

給食に取り入れたメニューの一部です ～ジャーマンポテト～

　　①　水に固形コンソメ１個を入れる

※　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^)

豚ミンチ　　　　　　　４０ｇ 　            少し焦げ目をつける。
玉ねぎ　  　小さめ1/2個
白ねぎ　  　　　　　1/2本　
赤みそ　　　大さじ１と１/３
さとう　　　　大さじ１と１/３ ☆ポトフは、フランスの田舎料理です。
みりん　　　小さじ　  ２/３
　しょうゆ　　小さじ１
ごま油　　　小さじ　　１/２

http://www.misaki.rdy.jp/illust/tabemono/ryouri21/sozaitext/401.htm
http://www.misaki.rdy.jp/illust/tabemono/ryouri21/sozaitext/401.htm

