
大分市立大在小学校

エネルギー

主に体をつくるもとになる食品 主にエネルギーにもとになる食品 主に体の調子を整えるもとになる食品 たんぱく質

ごはん ごはん 568

あっさりプルコギ とりにく　あつあげ　コチジャン
はるさめ　サラダあぶら　さんおんとう
ゴマあぶら

たまねぎ　にんじん　にら　ほうれんそう　だいこん
こんにゃく　ニンニク　しょうが 25.7

あじつけにたまご たまご さんおんとう

コッぺパン コッぺパン 647

トマトクリームスパゲティ とりにく　ベーコン　チーズ　なまクリーム スパゲティ　オリーブオイル トマト　にんじん　たまねぎ　パセリ　にんにく 25.1

チキンナゲット（乳卵なし） とりにく こむぎこ　サラダあぶら

ごはん ごはん 622

だいずいりドライカレー ぶたにく　だいず　チーズ サラダあぶら
にんじん　たまねぎ　グリンピース　トマトピューレ
にんにく 25.2

ほうれんそうのふわふわたまごスープ たまご　ベーコン パンこ ほうれんそう　にんじん　たまねぎ　コーン

ごはん ごはん 596

キムチいりぶたじる
ぶたにく　とうふ　あぶらあげ
むぎみそ　こめみそ キムチ　だいこん　にんじん　ねぎ 24.9

いりことちくわとごぼうのあげに いりこ　ちくわ
サラダあぶら　でんぷん　こむぎこ
さんおんとう　ごま　ゴマあぶら

ごぼう

コッぺパン コッぺパン 596

インドに ぶたにく　さつまあげ　だいず じゃがいも　サラダあぶら　さんおんとう にんじん　たまねぎ　グリンピース 25.9

クリーミーフルーツ なまクリーム　ヨーグルト さとう シロップに（もも　パイン　りんご　みかん）

ごはん ごはん 588

マーボーどうふ ぶたにく　とうふ　あかだしみそ　むぎみそ　テン
メンジャン

サラダあぶら　ゴマあぶら
たまねぎ　にんじん　にら　しいたけ　にんにく
しょうが 25.9

かみかみあえ さきいいか　こんぶ さんおんとう にんじん　きゅうり

コッぺパン コッぺパン 595

ミネストローネふうスープパスタ ベーコン スパゲティ　オリーブオイル
トマト　にんじん　たまねぎ　きゃべつ　セロリ
にんにく 21.3

ウインナーとポテトのサラダ ウインナー じゃがいも　マヨネーズ にんにく　えだまめ　にんにく

キムタクごはん ぶたにく　ベーコン ごはん　サラダあぶら　ゴマあぶら キムチ　つぼづけ 574

すいぎようざ ぎょうざ（ぶたにく） ぎょうざ（こむぎこ）
にんにく　しいたけ　きゃべつ　にんにく
たまねぎ　ねぎ　ぎょうざ（しょうが　ねぎ） 18.2

フルーツムース ムース ムーズ

ごはん（すこしすくなめ） ごはん 604

きつねうどん かまぼこ　あぶらあげ　とりにく うどん　さんおんとう こまつな　にんじん　しいたけ　ねぎ 24.7

なっとうみそ ぶたにく　なっとう　むぎみそ サラダあぶら　さんおんとう

くろざとうパン くろざとうパン 640

とりとやさいのくりーむに
とりにく　ぎゅうにく　なまクリーム
スキムミルク じゃがいも　サラダあぶら にんじん　たまねぎ　ブロッコリー　にんにく 29.2

メロン メロン

ごはん ごはん 613

ひじきとあつあげのいために とりにく　あつあげ　ひじき　さつまあげ
あぶらあげ

サラダあぶら こまつな　にんじん　こんにゃく 26.4

サバのオーロラーソース サバ サラダあぶら　でんぷん　さんおんとう　ごま

コッぺパン コッぺパン 611

ポークビーンズ ぶたにく　ベーコン　だいず　チーズ じゃがいも　サラダあぶら たまねぎ　にんじん　グリンピース 30.8

てづくりアーモンドいりこ いりこ アーモンド　さんおんとう　ごま

ごはん ごはん 626

かんむりじどりとあおじそのあまからどん とりにく　コチジャン
でんぷん　こむぎこ　さんおんとう
サラダあぶら　ゴマあぶら

あおじそ　しいたけ　にんにく　しょうが 29.5

エビとみつばのかきたまスープ エビ　たまご　わかめ ごま　ゴマあぶら みつば　にんじん　たまねぎ

ごはん ごはん 623

あつあげのちゅうかに ぶたにく　あつあげ　かまぼこ でんぷん　サラダあぶら　ゴマあぶら
たまねぎ　にんじん　たけのこ　きぬさや
きくらげ
きゃべつ　にんにく　しょうが

23.8

サケとひじきのてづくりふりかけ サケ　ひじき えだまめ

こめこパン こめこパン 675

チリコンカン ぶたにく　ミックスビーンズ オリーブオイル　パンこ たまねぎ　トマトピューレ　にんじん　にんにく 29.2

なつやさいのコンソメスープ ベーコン じゃがいも　サラダあぶら たまねぎ　にんじん　きゃべつ

ごはん ごはん 617

チキンとほうれんそうのカレー とりにく　スキムミルク じゃがいも　サラダあぶら
ほうれんそう　にんじん　たまねぎ　にんにく
りんご 20.7

ボイルサラダ　ごまドレッシング（乳卵なし） ごまドレッシング
カリフラワー　ブロッコリー　にんじん　コーン
きゃべつ　きゅうり

あげパン（きなこ） きなこ
コッぺパン　さんおんとう　　じょうはくとう
サラダあぶら 607

ちゅうかつくねのタイピーエン つくね（とりにく） はるさめ
きゃべつ　にんじん　チンゲンサイ　たけのこ
しいたけ　にら　にんにく　しょうが 24.5

かたぬきチーズ チーズ

とりめし とりにく ごはん　さんおんとう　サラダあぶら ごぼう　にんにく 619

かぼちゃのみそしる とうふ　あぶらあげ　わかめ　こめみそ
むぎみそ

かぼちゃ　えのき　にんじん　ねぎ 25.4

いろどりやさいのたまごやき たまご　とりにく サラダあぶら たまねぎ　にんじん　しいたけ

ごはん ごはん 606

うまに とりにく じゃがいも　さんおんとう　サラダあぶら
こんにゃく　にんじん　ごぼう　しめじ
しいたけ　いんげん 22.7

ちくわのカレマヨあげ ちくわ てんぷらこ　サラダあぶら　マヨネーズ

コッぺパン　マーガリン コッぺパン 581

ソースやきそば ぶたにく　ちくわ やきそばめん　サラダあぶら
ピーマン　きゃべつ　にんじん　たまねぎ　もやし
ねぎ 21.1

れいとうみかん みかん

ごはん ごはん 582

とうふのチゲスープ とりにく　とうふ　むぎみそ　コチジャン はるさめ　　ゴマあぶら
キムチ　きゃべつ　にんじん　だいこん　にら
しょうが　にんにく 23.8

ポークしゅうまい ぶたにく こむぎこ たまねぎ　しょうが

コッぺパン（よこわり） コッぺパン 639
ほうれんそうポタージュ ベーコン　ぎゅうにゅう　なまクリーム じゃがいも ほうれんそう　にんじん　たまねぎ 26.5

しろみざかなフライ　タルタルソース ホキ
タルタルソース　パンこ　こむぎこ
サラダあぶら

610

24.8

　　　6月　給食こんだて予定表
は
し

日 曜 牛乳 しゅしょく・おかず・デザート
食　　　　材　　　　名　　　　（飲用牛乳・一部調味料等記載なし）

1 火

2 水

3 木

4 金

7 月

8 火

9 水

10 木

11 金

14 月

15 火

16 水

17 木

18 金

21 月

22 火

23 水

24 木

25 金

28 月

29 火

30 水

平均

今月の献立について １７日は、まるごと大分の日です。

甘辛丼の、冠地鶏・青じそは、大分県産のものを無償

配布していただくものを使います。

スープの三つ葉も無償配布分です。

卵も大分県産です。豊かな大分の味を

お楽しみに！！

令和 ３年

「はしマーク」の日は、きれいにあらった「はし」をもってきましょう！

６月４日は、虫歯予防デーです。

健康な歯をつくるために、よく噛んで食べましょう。 給 食 だ よ り

カミカミメニュー いりことちくわとごぼうの揚げ煮

【材料４人分】

小さめのいりこ １０ｇ ごぼう１００ｇ

ちくわ１本 片栗粉 大さじ２ ごま 小さじ１

Ａ（酒 大さじ１ 砂糖大さじ１と2/3 濃い口醤油 大さじ１

みりん 小さじ１ ゴマ油 小さじ1/3 水 大さじ２）

【作り方】

①ごぼうは、２ミリ厚さの斜めスライスに切り、水にさらしてアクを抜く。

②ちくわは、５ミリの輪切りにする。

③ちくわ、ごぼう、いりこに片栗粉をつけて、油で揚げる。

④Ａの調味料をフライパンン軽く煮て、③をからめて、ごまを振る。




