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主にエネルギーになるもの 主に体をつくるもの 主に体の調子をととのえるもの たんぱくしつ

スパゲティミートソース 697

コールスローサラダ 26.3

ポークカレー・きゅうりのスタミナ漬け 692

フルーツミックス 21.5

米粉のシチュー 554

ひじきのカラフルソテー 23.2

とりのからあげ　　★入学お祝い献立です 708

たまねぎのみそ汁・お祝いゼリー 30.5

豆腐ハンバーグの肉みそかけ 622

しらたき麺のスープ 22.7

ジャーマンポテト 625

ミネストローネ・メープルジャム 22.3

豚肉のしょうが炒め 657

さつま汁 26.3

わかめうどん 632

せりのかき揚げ 27.8

いわしのおかか煮・ゆかりあえ 570

鶏ごぼう汁 24.1

豚汁 670

国産みかんゼリー 27.6

肉団子と春雨のスープ 629

チーズ 25.1

いわしの揚げ煮しそ風味 645

もずくのすまし汁 24.8

カレービーンズ 679

フルーツのヨーグルトあえ 26.7

マーボーなす 561

海鮮スープ 24.4

にら豚じゃが 672

ピーナツ入りいりこみそ 22.7

ビーンズミートグラタン 572

根菜の和風ポトフ 26.5

うずら卵とこんにゃくのみそ煮 601

魚そうめん汁 28.7

きのことベーコンのスパゲティ 558

ひじきサラダ 20.9

サケの塩こうじ焼き 613

うま煮 31.5

わかめスープ 601

フルーツ杏仁プリン 23.1

あんかけやきそば 623

ポークしゅうまい 27.3

カレイのレモン揚げ 626

じゃがいものみそ汁・手作りふりかけ 27.1

★ ○印の日はおはしを用意してください。使ったら家に持ち帰ってきれいに洗いましょう。

★ 給食のお米、牛乳は大分県産です。そのほかの食材もできるだけ大分県産、大分市産を使用し、地産地消を推進しています。
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大分市立南大分小学校

はし 日 曜日 牛乳 こ　ん　だ　て
つかわれている食品

牛肉　ぶた肉　大豆　麦みそ　牛
乳

にんじん　たまねぎ　グリンピース　マッシュ
ルーム　キャベツ　コーン

2 火 麦ごはん 米　麦　じゃがいも　サ
ラダ油　ごま

ぶた肉　ひよこ豆　牛乳
にんじん　たまねぎ　マッシュルーム　えだま
め　りんご　にんにく　しょうが　きゅうり
黄桃　みかん　パイナップル　ナタデココ

○ 1 月 ミルクパン ミルクパン　スパゲティ
サラダ油　豆乳バター

とり肉　粉チーズ　ひじき　ベー
コン　牛乳

たまねぎ　にんじん　ぶなしめじ　ブロッコ
リー　カリフラワー　コーン　えだまめ

○ 4 木
お赤飯

（ごま塩）

赤飯（もち米）　黒ごま
でんぷん　サラダ油
じゃがいも

とり肉　あつあげ　わかめ　麦み
そ　米みそ　牛乳

にんにく　しょうが　えのきだけ　たまねぎ
にんじん　ねぎ

3 水 コッペパン コッペパン　じゃがいも
米粉　サラダ油　三温糖

豆腐ハンバーグ　八丁みそ　ぶた
肉　わかめ　牛乳

にんにく　しょうが　白ねぎ　えだまめ　糸こ
んにゃく　たまねぎ　にんじん　もやし　ねぎ
ほししいたけ

8 月 コッペパン
コッペパン　じゃがいも
豆乳バター　マカロニ
オリーブ油　ﾒｰﾌﾟﾙｼﾞｬﾐ

粗びきウインナー　ベーコン　レ
ンズ豆　牛乳

たまねぎ　パセリ　にんじん　キャベツ　セロ
リ　トマト　にんにく

○ 5 金 ごはん 米　三温糖　でんぷん
サラダ油　ごま油

ぶた肉　とり肉　あつあげ　麦み
そ　米みそ　牛乳

しょうが　たまねぎ　にんじん　ピーマン　は
くさい　だいこん　ねぎ　ほししいたけ

○ 10 水 米粉パン
米粉パン　うどん　さつ
まいも　小麦粉　サラダ
油

とり肉　かまぼこ　油あげ　ちく
わ　牛乳

にんじん　ねぎ　ほししいたけ　せり　ごぼう

○ 9 火 ごはん 米　三温糖　サラダ油
さつまいも

いわしおかか煮　とり肉　とうふ
牛乳

きゅうり　キャベツ　ゆかり　ごぼう　にんじ
ん　ぶなしめじ　こんにゃく

○ 12 金
ツナと大豆の
そぼろ丼

米　ごま　三温糖　サラ
ダ油　じゃがいも

ツナ　大豆　ぶた肉　あつあげ
麦みそ　米みそ　牛乳

にんじん　えだまめ　しょうが　ごぼう　はく
さい　だいこん　ねぎ　ほししいたけ　みかん
ゼリー

○ 11 木 ごはん 米　ごま

きな粉　肉団子　うずら卵　チー
ズ　牛乳

はくさい　にんじん　ぶなしめじ　こまつな
ほししたけ

○ 16 火
発芽玄米
ごはん

米　発芽玄米　でんぷん
サラダ油　三温糖　ごま

いわし　ちくわ　たまご　もずく
とうふ　牛乳

れんこん　大葉　にんじん　ねぎ　ほししたけ

15 月
きな粉
揚げパン

コッペパン　三温糖　サ
ラダ油　春雨

ぶた肉　ベーコン　大豆　レッド
キドニー　ヨーグルト　スキムミ
ルク　牛乳

たまねぎ　にんじん　黄桃　みかん　パイナッ
プル　りんご　ナタデココ

○ 18 木 ごはん 米　サラダ油　三温糖
でんぷん　ごま油

ぶた肉　大豆　あつあげ　八丁み
そ　えび　いか　あさり　牛乳

なす　にんにく　しょうが　白ねぎ　えだまめ
キャベツ　にんじん　もやし　ねぎ　きくらげ

17 水 黒砂糖パン 黒砂糖パン　じゃがいも
三温糖　サラダ油

ぶた肉　かえりいりこ　麦みそ
米みそ　牛乳

にんじん　たまねぎ　にら　こんにゃく　しょ
うが　冷凍みかん

22 月 コッペパン
コッペパン　マカロニ
サラダ油　パン粉　米粉
じゃがいも

ぶた肉　ひよこ豆　チーズ　とり
肉　牛乳

たまねぎ　にんじん　マッシュルーム　グリン
ピース　トマト　だいこん　ごぼう　ブロッコ
リー

○ 19 金 ごはん
米　じゃがいも　三温糖
サラダ油　ごま油　ピー
ナツ

ちりめん　とり肉　うずら卵　こ
んぶ　麦みそ　八丁みそ　魚そう
めん　豆腐　わかめ　牛乳

みつば　こんにゃく　にんじん　ねぎ

○ 24 水 コッペパン
コッペパン　スパゲティ
サラダ油　豆乳バター
三温糖　マヨネーズ

ベーコン　ひじき　鶏ささみ　牛
乳

にんにく　にんじん　エリンギ　えのきだけ
生しいたけ　マッシュルーム　小松菜　きゅう
り　コーン

○ 23 火
じゃことみつば

のごはん
米　ごま油　三温糖　サ
ラダ油

サケ　とり肉　さつまあげ　牛乳
しょうが　にんじん　ごぼう　れんこん　たけ
のこ　インゲン　こんにゃく　ほししいたけ

26 金 ビビンバ
米　ごま油　三温糖　サ
ラダ油　でんぷん　ごま
フルーツあんにんプリン

牛肉　くきわかめ　わかめ　とう
ふ　たまご　牛乳

しょうが　にんにく　こまつな　にんじん　だ
いこん　ねぎ

○ 25 木 ごはん 米　じゃがいも　サラダ
油

ぶた肉　えび　いか　あさり　か
まぼこ　ポークしゅうまい　牛乳

キャベツ　たまねぎ　にんじん　もやし　ねぎ
きくらげ

○ 30 火 ごはん 米　でんぷん　サラダ油
ごま　じゃがいも

カレイ　ひじき　大豆フレーク
青のり　油あげ　とうふ　麦みそ
米みそ　牛乳

にんじん　えのきだけ　たまねぎ　ねぎ

○ 29 月 コッペパン
コッペパン　揚げチャー
メン　でんぷん　サラダ
油　ごま油

給食の献立は、文部科学省から示された「学校

給食摂取基準」に基づいて作成されます。
1日に必要なエネルギーと主要栄養素のおよそ３分

の１が摂取できるようになっていますが、カルシウ

ムなど不足しがちな栄養素については多めに、逆に

とりすぎている食塩は少なめになっています。

本校では、栄養教諭が献立を作成し８名の調理員で800人分を作ります。
給食室は、スチームコンベクションオーブンや真空冷却器（ゆでた野菜などを急激

に冷やすことで衛生的な調理ができます）を備えた最新設備です。衛生面に配慮し

ながら、新鮮で安全な食材を使用して調理を行っています。

子どもたちにはいろいろな食品や味に出会ってほしいと考え、豆や海藻を使った料

理も積極的に取り入れながら、おいしい給食づくりに努めていきます。また、毎日

の給食や食育の授業等を通して、食や健康の大切さだけでなく、食文化について理

解し、感謝の心や社会性を身につけた子どもに育ってほしいと願っています。

●●● 南大分小の給食ってどんなの？ ●●●

６月より学校が本格再開となり、待ちに待った給食も始まります。子どもたちはもちろん保護者のみなさまも、この日を待ってくださっていたことと思い

ます。小学校生活が初めてとなるお子さまの保護者の方は、給食の献立や味付け、栄養面など、気になることも多いのではないでしょうか。子どもたち

の健康や成長を支える栄養面はもとより、安心・安全であたたかい給食を提供できるよう努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

裏面もご覧ください⇒


