
　夏休みに生活のリズムが乱れてしまった人も多いはずです。　本当の夏バテは、
お箸の持ち方、使い方、食べる時の音・姿勢…
テーブルマナーを挙げだしたら、キリがありません。

そんな毎日のゴハンで、そんなこと言わなくても。(-"- )

　テーブルマナーは特別な日だけものではないのです。

　毎日の生活に密着しているもので、一緒に食事をする人同士が、

お互いに気持ちよく食事を囲むことができるようにするものです。

　そして、食事や食材を作ってくれた人に感謝の気持ちを表す「感　

謝のふるまい」なのですよ。

【クイズの答え】

　　①大豆 　枝豆は大豆の未成熟の実を、枝のまま茹でたのがはじまり。
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～マナーについて考えよう～
　今年の夏は本当に暑かったです。（；´　Д`　）　９月に入ってもまだまだ暑そうです･･･
　長い休みが終わりました。皆さん元気に過ごしていましたか？

こういうときにやってきます。規則正しい生活をとりもどして元気に過ごしましょう。

こんな人は要注意です‼
(こたか）

生活のリズムを整えよう！

夏バテ対策レシピです♪

ｰ 食欲増進 わかめサラダ ｰ

シャキシャキした食感で食欲のないときでも食べやすいですよ。
〔材料（２人分）〕

わかめ（戻した状態） 50g

セロリー 10㎝

しょうが １かけ

レモン汁 大さじ1

しょう油 小さじ2

砂糖 1つまみ

ｰ 疲労回復 梅ひじき ｰ 鉄分やカルシウムが豊富なひじ

きに疲労回復に役立つクエン酸を含む梅と酢を合わせました。
〔材料（2人分）〕

乾燥ひじき 25ｇ

梅干し 中２粒

青じそ 5枚

しょう油 大さじ１

みりん 大さじ 2

〔作り方〕

①わかめは食べやすい大きさに切り、セロリｰは薄

切り、しょうがは千切りにする。

②調味料をよく混ぜ切った野菜とわかめを和える。

〔作り方〕

①ひじきは水で戻しておく。

②水気を切ったひじきと調味料を鍋に入れ中火で5分

炒める。

③刻んだ梅干しと細かく切った青じそを入れてパラパ

ラになるまで炒める。



820cal

30g 

ビビンバ 牛乳 牛乳　赤みそ　牛肉　錦糸卵　豆腐 にんにく　もやし　にんじん　小松菜　青にら 米　三温糖　ごま油　　ゼリー 817 kcal

一口ゼリー わかめ　ベーコン エリンギ　玉ねぎ　 29.1 g

麦ごはん ふりかけ 牛乳 815 kcal

32.7 g

810 kcal

34.7 g

18:10 821 kcal

10分短縮 35.8 g

18:10 ロコモコ ポテト 牛乳 牛乳　豚肉　卵　ベーコン 玉ねぎ　エリンギ　ケチャップ　トマト　にんじん 872 kcal

10分短縮 野菜スープ キャベツ　パセリ じゃが芋　 36.7 g

18:05 キーマカレー 牛乳 824 kcal

15分短縮 枝豆サラダ 25.4 g

18:05 ごはん 佃煮 牛乳 玉ねぎ　にんじん　こんにゃく　いんげん 米　三温糖　黒砂糖　じゃが芋 808 kcal

15分短縮 肉じゃが 大根のおかか和え キャベツ　だいこん サラダ油　 26.8 g

18:05 かやくうどん 牛乳 菊花蒸し 826 kcal

15分短縮 34 g

18:05 麦ごはん 牛乳 803 kcal

15分短縮 油揚げ 30.6 g

18:05 みそ焼きなす丼 牛乳 843 kcal

15分短縮 26 g

17 月

18:05 ごはん　 牛乳 照り焼きチキン 818 kcal

15分短縮 ポテトサラダ　 　冬瓜汁 31.4 g

18:05 牛乳 849 kcal

15分短縮 35.6 g

18:05 ごはん　 牛乳 おひたし 825 kcal

15分短縮 28.7 g

18:05 麦ごはん　　 牛乳 八宝菜 819 kcal

15分短縮 30.4 g

23 日

18:05 ごはん 手作りふりかけ　　　　牛乳 780 kcal

15分短縮 33.4 g

18:05 ライス 牛乳 ポークビーンズ 813 kcal

15分短縮 28.3 g

17:30 麦ごはん 牛乳 から揚げ 829 kcal

短縮 33.5 g

17:30 黒糖パン 　バター 牛乳 806 kcal

短縮 35.3 g

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

3 月 18:20 ９月はビビンバでスタートです♡　まだまだ暑いですがfight！
わかめスープ

5 水 18:20
チャーシュー麺　　　牛乳　　　　果物（梨） 牛乳　焼き豚　豚肉　大豆　

4 火 18:20
牛乳　平天　がんもどき　とり肉　

もやし　玉ねぎ　にんにく　きくらげ　ねぎ 中華麺　ごま油　でん粉　 《旬の食べ物　二十世紀梨》シャキシャキした歯ざわりとみず
みずしさが特徴の日本梨です。鳥取県の生産量は、全国の70％
です。えびとさつま芋のごまがらめ　 えびから揚げ しょうが　しなちく　梨 さつま芋　天ぷら油　ごま

７月に中止になった献立です。うま煮はいろんな食材の味が出
ておいしいですよ。うま煮　　ししゃものマリネ　　ブロッコリー ししゃも　ふりかけ にんじん　こんにゃく　紫玉ねぎ　パセリ　玉ねぎ 上白糖

たけのこ　いんげん　干ししいたけ　ブロッコリー 米　麦　サラダ油　里芋　三温糖

鮭に香草をまぶして焼きました。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。魚の香草焼き　　　スパゲティソテー　　みそ汁 ピーマン　にんにく　だいこん　えのき　ねぎ コーン　オリーブ油

7 金
米　サラダ油　パン粉　ビーフルウ 豚肉には疲れ防止・疲れを軽くする・ストレスを減らす・栄養

の代謝を助ける働きがあります。夏バテ回復で～す。

6 木
ごはん　　味付けのり　　　牛乳　　 牛乳　鮭　味付けのり　粉チーズ 香草ミックス　にんじん　玉ねぎ　キャベツ 米　サラダ油　パン粉　スパゲティ

10 月
牛乳　とり肉　豚肉 ケチャップ　なす　ピーマン　にんにく　玉ねぎ 米　麦　サラダ油　じゃが芋　上白糖　 《旬の食べ物　ピオーネ》岡山県はピオーネの全国出荷量の４

割を占めています。「果物王国・おかやま」を代表する産物。　　　果物（ピオーネ） 生姜　キャベツ　枝豆　ぶどう（ピオーネ） カレールウ

11 火
牛乳　牛肉　佃煮　厚揚げ　花かつお 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。

12 水
牛乳　豚肉　油揚げ　とり肉　 ねぎ　えのき　ごぼう　にんじん　キャベツ うどん　ごま油　もち米 9月９日は重陽の節句。別名｢菊の節句｣とも言います。菊の花に

見たてて肉団子にカレーで色づけしたもち米をまぶしました。

14 金
牛乳　赤みそ　豚肉　寒天こんにゃく なす　玉ねぎ　しょうが　にんにく　ピーマン 米　三温糖　ごま油　でん粉 酸辣湯（サンラータン）とは中国料理の一つです。肉や野菜を

入れ酢とこしょうで味付けした酸味と辛みのあるスープのこと
です。

ゆかり和え　　　果物（冷凍みかん） 豆腐　わかめ　大豆 しょうが　玉ねぎ　ゆかり　もやし　冷凍みかん でん粉　三温糖

13 木
牛乳　あじ　中みそ　赤みそ　 玉ねぎ　ピーマン　赤ピーマン　キャベツ 米　麦　三温糖　米粉　天ぷら油

酸辣湯（サンラータン）　　　　わらびもち 卵　ささみ にんじん　筍　ねぎ わらびもち

敬老の日 　　　多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う日です。

切り干し大根は、大根をお日様に干したものです。お腹の掃除
をする〔食物せんい〕がたっぷり含まれています。魚の南蛮漬け　　　そえ野菜　　　　みそ汁 もやし　にんじん　にら でん粉　じゃが芋　ごま油　ごま

18 火
牛乳　とり肉　ちくわ　卵 にんじん　きゅうり　キャベツ　玉ねぎ　ねぎ 米　三温糖　マヨネーズ　じゃが芋 冬瓜（とうがん）は岡山県南の瀬戸内沿岸地域の特産です。今

日の冬瓜は牛窓産です。えのき　冬瓜 コーン　上白糖　でん粉

21 金
牛乳　豚肉　うずら卵　いか　えび しょうが　玉ねぎ　キャベツ　にんじん　筍　もやし 米　麦　ごま油　天ぷら油

小豆は昔から邪気を払う食べ物と言われていました。お彼岸に
もご先祖様にお供えをして邪気払いや願いを祈っていました。ごぼうサラダ　　　　ミニおはぎ 大豆　粉チーズ マッシュルーム　にんじん　キャベツ　ごぼう コーン　ごま　おはぎ

20 木
牛乳　秋刀魚　花かつお　油揚げ ねぎ　しょうが　にんにく　キャベツ　小松菜 米　サラダ油　三温糖

19 水
ミートソース麺　　　　 牛乳　牛肉　豚肉　粉チーズ　 トマト　ケチャップ　トマトピューレ　玉ねぎ　セロリ ソフト麺　サラダ油　上白糖

【中秋の名月９/２４】昔から五穀豊穣（穀物や作物がよく実る
こと）や不老長寿（いつまでも長生きすること）を月に願いま
した。揚げぎょうざ　　お月見団子 ぎょうざ きくらげ　ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ　　ﾔﾝｸﾞｺｰﾝ　　冷凍みかん　 月見団子

秋分の日 「祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ」日です。この頃を秋彼岸といい、お墓参りする人も多いですね。

《旬の食べ物　さんま》秋の魚といえばさんまです。秋にと
れ、形が刀に似ていることから漢字で「秋刀魚」と書きます。秋刀魚の薬味だれかけ　　　　すまし汁 豆腐　こぶ 小松菜　玉ねぎ　しめじ　にんじん

25 火
牛乳　さわら　ちりめんじゃこ　中みそ ピーマン　しょうが　ねり梅　いんげん　にんじん　 米　麦　三温糖　サラダ油

今日のふりかけは、じゃことピーマンで作りました。
魚の梅みそ焼き　 切り干しの煮付け　　みそ汁 油揚げ　平天　わかめ　赤みそ 切り干し大根　玉ねぎ　にら　かぼちゃ

26 水
牛乳　ウインナー　豚肉　大豆 マッシュルーム　ケチャップ　にんじん　玉ねぎ 米　三温糖　じゃが芋　サラダ油 【クイズ １】枝豆が熟すと何になるでしょう？

①大豆　　②そら豆　③枝豆スナックフレンチサラダ　　ヨーグルト ヨーグルト キャベツ　きゅうり オリーブ油　コーン

27 木
牛乳　とり肉　卵　豆腐　錦糸卵 しょうが　にんじん　もやし　キャベツ 米　麦　でん粉　小麦粉

から揚げは大人気メニューです　(*^_^*)
千草和え　　　　みそ汁 赤みそ　中みそ きゅうり　小松菜　えのき　玉ねぎ 天ぷら油

28 金
牛乳　鮭　ベーコン なす　トマトジュース　ケチャップ　トマト 黒糖パン　バター　小麦粉　サラダ油 ７月に中止になった献立です。フランス・プロバンス地方の煮

込み料理です。魚のムニエル　　ラタトゥイユ　　野菜スープ パプリカ　玉ねぎ　にんじん　パセリ　キャベツ オリーブ油　コーン　じゃが芋
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