
ごはん なかよしうどん　 603

ぎゅうにゅう ぶたにくとやさいのみそいため 24.2

チキンライス ポトフ 548

ぎゅうにゅう ちぐさやき 20.7

ちいさいパン はっぽうさい 614

ぎゅうにゅう こめこいりはるまき 26.3

ごはん じゃがいものそぼろに 638

ぎゅうにゅう みつばとあつあげのたまごとじ 25.4

くろざとうパン やさいラーメン 606

ぎゅうにゅう りんかけだいず 25.1

ごはん おでん 547

ぎゅうにゅう はなやさいのごまドレッシングあえ 24.1

ごはん もやしとわかめのスープ　 550

ぎゅうにゅう とりニラどん 24.4

ちいさいパン チリコンカン 627

ぎゅうにゅう ジャーマンポテト 25.9

ごはん にくどうふ 650

ぎゅうにゅう さばのみそに 27.7

ちいさいパン マカロニのクリームに 659

ぎゅうにゅう さつまいもとりんごのかさねに 23.4

ごはん にくじゃが 593

ぎゅうにゅう きゅうりといかのかみかみあえ 21.7

ごはん ぶたじる 655

ぎゅうにゅう ぶりのなんばんづけ 27.1

パン ボルシチ 574

ぎゅうにゅう いんげんのソテー 22.7

ごはん トックスープ 573

ぎゅうにゅう チャプチェ 22.6

ミルクパン ちゅうかコーンスープ 567

ぎゅうにゅう カレーポテトコロッケ 19.7

ごはん ポークカレー　 671

ぎゅうにゅう こまつなのソテー 22.0

せきはん しらたまいりきのこじる　 537

ぎゅうにゅう いわしのみぞれに　ごましお 22.2

ごはん とうふとはくさいのちゅうかに 571

ぎゅうにゅう くきわかめのいために 23.5

※おはしの印の日はおはしを用意してください。 ※学校行事や予算の都合で献立を一部変更することがあります。

令和２年度　大分市立明治小学校

日 曜
はし

こんだて
おもなざいりょう エネルギー

スプー
ン

からだをつくる
もとになるもの

エネルギーの
もとになるもの

2 火
ぎゅうにゅう　とりにく
ベーコン
ちぐさやき（たまご）

こめ　さとう　あぶら
じゃがいも

たまねぎ　コーン　ピーマン
にんじん　だいこん　はくさい
パセリ

からだのちょうしを
ととのえるもの

たんぱく
しつ

1 月
ぎゅうにゅう　とりにく
あぶらあげ　ぶたにく
みそ

こめ　うどん　さとう
あぶら

にんじん　ねぎ　ほうれんそう
しいたけ　たまねぎ　しらたき
さやいんげん　りんごピューレ

3 水 ぎゅうにゅう　ぶたにく
いか　うずらたまご

パン　でんぷん　あぶら
こめこいりはるまき

にんじん　キャベツ　たまねぎ
たけのこ　しいたけ　きくらげ
しょうが　にんにく

4 木
ぎゅうにゅう　ぶたにく
さつまあげ　とりにく
あつあげ　たまご

こめ　じゃがいも
あぶら　さとう
でんぷん

8 月
ぎゅうにゅう　とりにく
さつまあげ　うずらたまご
こんぶ　あつあげ　みそ

こめ　ごまドレッシング
さといも

にんじん　だいこん
こんにゃく　ブロッコリー
カリフラワー

にんじん　たまねぎ　えだまめ
みつば

5 金 ぎゅうにゅう　ぶたにく
みそ　だいず

くろざとうパン
チャンポンめん　あぶら
さとう　でんぷん

にんじん　ねぎ　キャベツ
もやし　コーン　しょうが

10 水 ぎゅうにゅう　だいず
ぶたにく　ベーコン

パン　あぶら　じゃがいも

とうにゅうバター　レッドキドニー

マローファットピース　ガルバンゾー

チリミックス

たまねぎ　にんじん
マッシュルーム　トマト

9 火 ぎゅうにゅう　ぶたにく
わかめ　とりにく

こめ　ごまあぶら
あぶら　さとう
でんぷん

にんじん　ねぎ　たまねぎ　もやし
チンゲンサイ　にら　にんにく
しょうが

12 金 ぎゅうにゅう　スキムミルク
とりにく　チーズ

パン　マカロニ　あぶら
さつまいも　ルウ
とうにゅうバター

にんじん　たまねぎ　コーン
グリンピース　りんご
レモンじる

11 木 ぎゅうにゅう　ぶたにく
とうふ　さばのみそに

こめ　マロニー　さとう
あぶら

にんじん　たまねぎ　しろねぎ
こんにゃく　ほうれんそう

16 火 ぎゅうにゅう　ぶたにく
あぶらあげ　みそ　ぶり

こめ　でんぷん　あぶら
さとう

はくさい　だいこん　にんじん
ねぎ　たまねぎ　パセリ

15 月 ぎゅうにゅう　ぶたにく
さきいか　こんぶ

こめ　じゃがいも
さとう　あぶら　ごま

たまねぎ　にんじん　しらたき
さやいんげん　きゅうり

17 水 ぎゅうにゅう　ぶたにく
ベーコン

パン　じゃがいも　あぶら
とうにゅうバター

たまねぎ　キャベツ　にんじん
グリンピース　トマト　さやいんげん
コーン

18 木 ぎゅうにゅう　わかめ
とうふ　ぶたにく

こめ　トック　さとう
ごまあぶら　はるさめ
あぶら

22 月 ぎゅうにゅう　ぶたにく
スキムミルク　ベーコン

こめ　じゃがいも
あぶら　ルウ

にんじん　たまねぎ　にんにく
りんご　こまつな　コーン

キャベツ　えのきたけ　にんじん
ねぎ　キムチ(はくさい)
さやいんげん　にんにく

19 金 ぎゅうにゅう  ぶたにく
パン　あぶら
カレーコロッケ

にんじん　チンゲンさい
はくさい　コーン

こめ　でんぷん　あぶら
さとう

にんじん　はくさい　たまねぎ
しいたけ　しょうが　にんにく
こんにゃく　ねぎ

24 水

25 木
ぎゅうにゅう　ぶたにく
とうふ　とりにく　くきわかめ
あぶらあげ

23 火 ぎゅうにゅう　とりにく
いわしのみぞれに

せきはん　くろごま
しらたま

にんじん　ねぎ　はくさい
えのきたけ　しめじ

〇おおいた産給の日：毎月１９日の食育の日を中心に大分産の青果を

使用します。 ９日（火）にら

〇おおいたさかなの日： 16日（火）ぶり

3月8日「みつばの日」…４日に使用します。

・大分市の明治・高田・松岡・戸次地区できれいな水で栽培された

安心・安全な水耕みつばを三つ葉部会より無償でいただきます。

・香りには鎮静効果、食欲増進、血液の循環を促す効果などがあり

ます。ご家庭でも食卓の香りに加えてみませんか。

いよいよ今年度も最後の月となりました。この1年間、どんな
給食の思い出ができましたか。友だちや先生と楽しく過ごせたこ
と、苦手な食べ物に苦労したことなど、さまざまな思い出がある
ことでしょう。今のクラスで給食を食べるのも残すところあとわ
ずかです。1日1日を大切に過ごしましょう。

この1年間を振り返ってみて、できていたことに〇をつけましょう

給食の前に

しっかりと

手を洗えた。

手を洗うときや、給食を

配膳するときなど、前の

人と間をあけて並べた。

給食当番のときに、
身じたくを
きちんと

できた。

食べるとき以外、マスク
をしていた。

「いただきます」

「ごちそうさまでした」

のあいさつが

きちんとできた。

前を向いて、
静かに食べられた。

よくかんで味わって食べ
ることができた。

自分に必要な量を意識

して、なるべく残さず

食べられた。

完食！

給食を通して、健康に

良い食べ方等を学べた。

みなさんは、いつまでも元気でいたいと思いませんか？

そのためには、「薄味に慣れる」「ジュースを飲み過ぎな

い」「おかずとごはんをバランスよく食べる」など毎日の

食事でちょっと気をつけることも大切です。大人になって

からもきっと健康でいられますよ。


