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エネルギーになる からだをつくる からだのちょうしをととのえる たんぱくしつ

県産和牛の野菜たっぷり牛丼 660

もずくのすまし汁 21.7

フォー・ガー 574

ゴーヤとツナのサラダ 25.0

なすと厚あげの肉みそ煮 609

えびと冬瓜のスープ 27.5

チキントマトカレー 685

かみかみサラダ 22.1

ごもくうどん 542

えだまめ・くだもの（梨） 27.8

ぶたにくのごまみそ煮 650

かぼすあえ 26.0

チーズオムレツ 573

トマトシチュー 24.8

マーボーどうふ 643

きゅうりと春雨の華風サラダ 25.4

おおいた冠地どりのトリニータ丼 607

かぼちゃのみそ汁 25.3

きのことベーコンの和風スパゲティ 577

お豆のサラダ 23.9

八宝菜 586

ひじき高菜 24.0

カレービーンズ 605

チキンと枝豆のサラダ 27.7

ししゃもの磯の香フライ 602

スタミナみそ汁・梅ぼし 19.8

しらたき麺のスープ 606

かぼすヨーグルト 21.7

きんぴらバーガー（ﾁｷﾝﾊﾟﾃｨ・きんぴら） 605

フルーツ白玉 22.0

きびなごフライ 558

つみれ汁 22.6

ハヤシライス 645

海そうサラダ・青りんごゼリー 20.9

アジの西京焼き 585

鶏ごぼう汁 30.7

ハンバーグのラタトゥイユ添え 571

たまごスープ 23.3

★ ○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。

23 水 （丸型ｺｯﾍﾟﾊﾟﾝ）

ごぼう　にんじん　ぶなしめじ　ねぎ　こん
にゃく

30 水 コッペパン コッペパン　オリーブ油
でんぷん

ハンバーグ　ベーコン　たまご
牛乳

なす　ズッキーニ　キャベツ　たまねぎ　エリ
ンギ　パプリカ（黄・赤）　いんげん　トマト
にんじん　えのきだけ　ほうれんそう

米　じゃがいも　サラダ
油　バター　生クリーム

牛肉　とり肉　わかめ　牛乳
たまねぎ　にんじん　グリンピース　マッシュ
ルーム　きゅうり　コーン　ゼリー

○ 29 火 ごはん 米　三温糖
アジ　米みそ　とり肉　あつあげ
牛乳

25 金 （ごはん）

ぶた肉　ベーコン　わかめ　かぼ
すヨーグルト　牛乳

ねぎ　白菜キムチ　つぼづけ（大根）　糸こん
にゃく　たまねぎ　もやし　ほししいたけ

○ 24 木 わかめごはん 米　サラダ油
わかめ　きびなご　つみれ（とり
肉・ぶた肉・とうふ）　麦みそ
米みそ　牛乳

にんじん　はくさい　ごぼう　こまつな　ねぎ

18 金
キムたく
ごはん

米　サラダ油　ごま油
ごま

コッペパン　さとう　ご
ま　サラダ油　ごま油
白玉だんご

チキンパティ　牛乳
ごぼう　にんじん　ピーマン　もも　みかん
パイン　ナタデココ　ゼリー

ぶた肉　ベーコン　大豆　ひよこ
豆　レッドキドニー　青えんどう
豆　とり肉　牛乳

たまねぎ　にんじん　キャベツ　えだまめ

○ 17 木 ごはん 米　サラダ油
ししゃも　ぶた肉　あつあげ　麦
みそ　米みそ　牛乳

にんじん　もやし　たけのこ　にんにく　ねぎ
梅ぼし

16 水 ピタパン
ピタパン　じゃがいも
さとう　サラダ油　マヨ
ネーズ

ベーコン　大豆　ひよこ豆　レッ
ドキドニー　青えんどう豆　ささ
み　牛乳

にんにく　にんじん　生しいたけ　ぶなしめじ
えのきだけ　エリンギ　マッシュルーム　こま
つな　コーン　えだまめ

○ 15 火 ごはん 米　サラダ油　でんぷん
ごま油　三温糖　ごま

ぶた肉　えび　いか　かまぼこ
うずら卵　ひじき　牛乳

キャベツ　にんじん　たまねぎ　ほししいたけ
たけのこ　えだまめ　たかなづけ　ねぎ

○ 14 月 コッペパン
コッペパン　スパゲティ
サラダ油　豆乳バター
マヨネーズ

ぶた肉　とうふ　八丁みそ　牛乳
たまねぎ　にんじん　にら　にんにく　しょう
が　ほししいたけ　きゅうり　きくらげ

○ 11 金 （ごはん）
米　でんぷん　サラダ油
三温糖　ごま油

とり肉　油あげ　わかめ　麦みそ
米みそ　牛乳

にんにく　にら　たまねぎ　かぼぢゃ　えのき
だけ　ねぎ

○ 10 木 ごはん
米　でんぷん　サラダ油
ごま油　春雨　さとう
ごま

ぶた肉　うずら卵　あつあげ　麦
みそ　ちりめん　牛乳

にんじん　ごぼう　たけのこ　いんげん　こん
にゃく　はくさい　もやし　こまつな　かぼす

9 水 黒砂糖パン 黒砂糖パン　じゃがいも
サラダ油

オムレツ　チーズ　とり肉　ベー
コン　牛乳

パセリ　にんじん　たまねぎ　トマト　にんに
く

○ 8 火 ごはん 米　三温糖　サラダ油
ごま

○ 7 月 米粉パン 米粉パン　うどん とり肉　かまぼこ　油あげ　牛乳
にんじん　ごぼう　ねぎ　ほししいたけ　えだ
まめ　なし

4 金 麦ごはん
米　麦　じゃがいも　サ
ラダ油　アーモンド　マ
ヨネーズ

○ 3 木 ごはん 米　さとう　サラダ油
でんぷん　ごま油

ぶた肉　あつあげ　八丁みそ　と
り肉　えび　たまご　牛乳

なす　白ねぎ　にんにく　しょうが　とうがん
にんじん　きくらげ　ねぎ

とり肉　ツナ　牛乳
にんにく　しょうが　たまねぎ　にんじん　え
だまめ　トマト　ごぼう　きゅうり　コーン
かぼす

米　三温糖　サラダ油
牛肉　とうふ　かまぼこ　もずく
牛乳

にんじん　たまねぎ　ごぼう　白ねぎ　糸こん
にゃく　こまつな　えのきだけ　ねぎ

○ 2 水 ミルクパン
ミルクパン　ビーフン
サラダ油　さとう　マヨ
ネーズ　ごま

とり肉　ベーコン　ツナ　牛乳

○ 1 火 （ごはん）

にんじん　もやし　キャベツ　ねぎ　ほししい
たけ　にんにく　しょうが　ゴーヤ　きゅうり
コーン

2020 　　　９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
つかわれているしょくひん

ご飯やもち、めん、小麦粉、乾パンなどエネル

ギー源となるもの。

肉や魚、大豆製品、卵などのたんぱく質を多く含むお

かずになり、保存がきくもの。缶詰はとくにおすすめ。

ビタミンや無機質（ミネラル）、食物せんいの供

給源となるもの。日持ちする野菜や果物、野菜の

缶詰や缶ジュース、乾物、インスタントみそ汁・

即席スープなど。

生命の維持に欠かせないもので、十分な量をとる

必要があります。飲料水＋調理用水として１人１日

３リットルが目安となります。

栄養のバランスを考えたら、家族の人数や好みに応じ

て内容を決め、備蓄する量を計算して求めます。今、

お店には防災コーナーを設け、さまざまな非常食を陳

列しているところもあります。買い物のついでにこう

した食品もぜひチェックしておきましょう。普段から

食べられるおいしいものも増えてきています。

最小限備えるべき品物と量を準備したら、毎

日の生活の中で使って、使った分を買い足し

ていきます。これを「ローリングストック

法」といいます。いつも少し多めの状態を

キープしておくのがコツで、古いものから順

に使っていくようにします。

●食物アレルギーの方・乳幼児・高齢者がいる場合

食物アレルギーがある場合は、避難先で提供される食事が食べられ

ないこともあります。また、乳幼児や高齢者のいるご家庭も、避難

先での生活まで想定しての準備が必要です。

新型コロナウイルスの影響で、大分県産の鶏肉や

牛肉の消費が落ち込んでいることから、国の政策を

受けて、大分県より 『大分県産和牛』が学校給食に

無償で提供されます。本校では、９月１日の『牛丼』

に使用します。普段、 給食では味わえない県産和

牛です。お楽しみに！

あわせて、大分県食肉事業協同組合連合会

より、子どもたちに自由帳をいただきました。

運動会練習も始まりました。

「早寝・早起き・朝ごはん」で

がんばろう！


