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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

鶏と白いんげんのマーマレード煮 596

野菜コンソメスープ 25.8

チャプチェ 570

タラとわかめのスープ 25.5

627

27.1

トマトシチュー 620

蒸しとうもろこし 27.2

あつあげとニラのたまごとじ 569

魚そうめんのすまし汁 23.1

なすとトマトのミートスパゲティ 596

ごまじゃこサラダ 25.8

肉豆腐 629

友愛のり（味付けのり）・すいか 25.6

鮭のみそマヨ焼き・ブロッコリーのナムル 573

もずくのすまし汁 28.1

沖縄そば 738

ゴーヤチャンプルー 31.9

大分の冠地鶏と夏野菜のカレー 635

フルーツのゼリーあえ 20.2

大分県産大ニベフライ・コールスローｻﾗﾀﾞ 590

たまごとトマトのスープ 27.2

豚キムチいため 615

なすとかぼちゃのみそ汁 22.1

えび団子と春雨のスープ 622

青梅ゼリー 23.8

（照焼チキンパティ・きんぴら） 597

白いんげんとキャベツのスープ 25.7

チキン南蛮（手作りタルタルソース） 728

切干大根と昆布のふくめ煮 31.8

ちゃんぽん・アーモンドいりこ 554

大分うまれのかぼすジャム 26.0

チキンのレモンバジル焼き 606

パンプキンシチュー 30.9

いわしの梅煮・ごまあえ 620

じゃがいものみそ汁 24.1

カレーうどん 608

チキンと枝豆のサラダ 30.8

鶏すき 618

なっとうみそ・冷凍フレッシュパイン 24.6

赤魚の香味揚げ 670

春雨サラダ 29.2

★ ○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、地産地消を心がけています。

2020        ７がつ　きゅうしょくこんだて

大分市立南大分小学校

はし 日 曜日 牛乳 こ　ん　だ　て
使われている食品

とり肉　大福豆　ベーコン　牛
乳

マーマレード　にんじん　たまねぎ　キャベツ
コーン　パセリ

○ 2 木 ごはん 米　三温糖　ごま油　春
雨　ごま

牛肉　糸かまぼこ　タラ　わか
め　とうふ　牛乳

にんにく　赤ピーマン　にら　しょうが　ねぎ

1 水 コッペパン コッペパン　でんぷん
サラダ油　じゃがいも

米　でんぷん　サラダ油
三温糖　ごま油

とり肉　とうふ　油あげ　豆乳
米みそ　麦みそ　牛乳

にら　たまねぎ　にんにく　きりぼしだいこん
にんじん　えのきだけ　ねぎ

6 月 チーズパン コッペパン　じゃがいも
サラダ油

チーズ　とり肉　ベーコン　牛
乳

○ 3 金 トリニータ丼 切り干し大根と豆乳のみそ汁

にんじん　たまねぎ　トマト　パセリ　にんにく
とうもろこし

○ 7 火
枝豆いり

ゆかりごはん
米　ごま　三温糖　でん
ぷん

あつあげ　たまご　魚そうめん
わかめ　牛乳

えだまめ　ゆかり　にら　にんじん　ねぎ

牛肉　ぶた肉　ちりめん　粉
チーズ　牛乳

にんじん　たまねぎ　なす　トマト　マッシュ
ルーム　グリンピース　にんにく　キャベツ　こ
まつな

○ 9 木 ごはん 米　三温糖　サラダ油
牛肉　とうふ　あじつけのり
牛乳

にんじん　たまねぎ　はくさい　ほうれんそう
白ねぎ　こんにゃく　すいか

○ 8 水 コッペパン コッペパン　スパゲティ
サラダ油　ごま　ごま油

サケ　麦みそ　とうふ　かまぼ
こ　もずく　牛乳

たまねぎ　えだまめ　ブロッコリー　にんじん
えのきだけ　ねぎ

○ 13 月 黒砂糖パン 黒砂糖パン　ちゅうかめ
ん　三温糖　ごま油

ぶた肉　かまぼこ　豆腐　たま
ご　かつおぶし　牛乳

しょうが　ねぎ　ゴーヤ　にんじん

○ 10 金 ごはん 米　三温糖　マヨネーズ
ごま　ごま油

おおいた冠地どり　牛乳
にんじん　かぼちゃ　たまねぎ　なす　オクラ
ピーマン　マッシュルーム　にんにく　しょうが
黄桃　みかん　パイナップル　ナタデココ

15 水 コッペパン コッペパン　サラダ油
でんぷん

大ニベフライ　ベーコン　牛乳
キャベツ　にんじん　コーン　ほうれんそう　ト
マト

14 火 麦ごはん 米　麦　サラダ油

ぶた肉　あつあげ　わかめ　麦
みそ　米みそ　牛乳

しょうが　キャベツ　もやし　にんじん　にら
白菜キムチ　なす　かぼちゃ　ぶなしめじ　ねぎ

17 金 ガパオライス 米　ごま油　サラダ油
はるさめ

ぶた肉　とり肉　えび団子　牛
乳

にんにく　たまねぎ　にんじん　ピーマン　赤
ピーマン　バジル　もやし　ねぎ　きくらげ　青
梅ゼリー

○ 16 木 ごはん 米　三温糖　サラダ油
ごま油

チキンパティ　ベーコン　白い
んげん豆　こんぶ　牛乳

ごぼう　にんじん　ピーマン　キャベツ　セロリ

○ 21 火 ごはん 米　でんぷん　サラダ油
三温糖　マヨネーズ

とり肉　たまご　ヨーグルト
ぶた肉　こんぶ　さつまあげ
油あげ　牛乳

たまねぎ　パセリ　切干大根　にんじん　こん
にゃく　いんげん　ほししいたけ

20 月
きんぴら
バーガー

コッペパン　ごま　三温
糖　サラダ油

ぶた肉　えび　いか　かまぼこ
かえりいりこ　牛乳

にんじん　たまねぎ　キャベツ　もやし　ねぎ
きくらげ　にんにく　しょうが　かぼすジャム

27 月 ミルクパン ミルクパン　サラダ油 とり肉　牛乳
たまねぎ　にんにく　バジル　レモン　にんじん
かぼちゃ　ぶなしめじ　パセリ

○ 22 水 コッペパン
ｺｯﾍﾟﾊﾟﾝ　ちゅうかめん
ｻﾗﾀﾞ油　ごま油　アーモ
ンド　三温糖　ごま

いわし梅煮　わかめ　あつあげ
麦みそ　米みそ　牛乳

こまつな　たくあん　たまねぎ　にんじん　えの
きだけ　ねぎ

○ 29 水 米粉パン
米粉パン　うどん　三温
糖　でんぷん　マヨネー
ズ

ぶた肉　かまぼこ　油あげ　さ
さみ　牛乳

たまねぎ　にんじん　こまつな　白ねぎ　ほしし
いたけ　キャベツ　えだまめ　かぼす

○ 28 火 ごはん 米　三温糖　ごま　じゃ
がいも

とり肉　やきどうふ　なっとう
ぶた肉　麦みそ　牛乳

にんじん　だいこん　はくさい　白ねぎ　こん
にゃく　にら　冷凍パイナップル

○ 31 金 ごはん 米　でんぷん　サラダ油
ごま油　ごま　はるさめ

赤魚　たまご　ささみ　牛乳
白ねぎ　にんにく　しょうが　きゅうり　にんじ
ん　もやし

○ 30 木 ごはん 米　マロニー　三温糖
サラダ油　ごま

１．１日３食きちんと食べましょう

２．たん白質食品をたっぷり食べましょう

３．ビタミンのなかまを上手にとりましょう

とくに朝ごはんは大切です。朝ごはんを食べないと勉

強にも集中できず、思いっきり運動もできません。

かならず食べるようにしましょう。

たん白質の不足は、スタミナをなくします。卵、牛乳、肉、魚、大豆製品

など、消化のよいたん白質を多く含む食品を毎日取り入れましょう。

ビタミン類が足りなくなると、食欲もなくなり疲れやすくなって

しまいます。ビタミンの中には、汗や尿といっしょに体の外に出て

しまうものもあります。色々な食品からとるように心がけましょう。

梅雨の季節、まだまだ蒸し暑い日が続きます。食欲がなくなりがち

な夏こそ、しっかり食べて夏バテをしないように気をつけましょう。

今月は『夏の食事のポイント』を紹介します。
地産地消夏野菜カレーＤＡＹ

７月１４日は、「地元の夏野菜を使ったカレーを食べましょう」とい

う取組の日です。これは、大分県農林水産部の地産地消キャン

ペーンの一環で行うもので、期間中は大分県の小中学校一斉にカ

レーのメニューです。大分県産の玉ねぎをはじめ、かぼちゃやなす

など旬の野菜がたっぷりです。また、今回使用する大分県のブラン

ド地鶏である『おおいた冠地どり』は、大分県より無償提供されるも

のです。

九州の味めぐり パート１

今月は、九州各県の郷土料理や特産品を使った給

食を実施します。まずはパート１として、沖縄、大分、

宮崎県の料理です。メニューについては献立表をご覧

ください。お楽しみに～♪

宮崎

沖縄

大分

生ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙを

凍らせています

おおいた冠地どりを使って

２年生が皮むき

をしてくれます


