
しゅしょく ぎゅうにゅう

　     　　       ち 　にく　つく        　ねつ　ちから              　　　  からだ ちょうし ととの

血や肉を作る 熱や力となる 体の調子を整える

ぶたにくとあつあげのみそいため ぎゅうにゅう こめ　あぶら グリーンピース　たまねぎ　にんじん

ぐだくさんスープ とりにく　ベーコン はるさめ もやし　ピーマン　きゃべつ　しいたけ 755

ごはん

オムレツ ぎゅうにゅう アップルパン なす　ズッキーニ　パプリカ

ラタトゥィユ たまご　 あぶら　さとう ピーマン　にんにく　トマト　ブロッコリー 675

アップルパン ごまドレサラダ たまねぎ　にんじん　カリフラワー

チキンなんばん ぎゅうにゅう こめ　あぶら きゃべつ　にんじん　きりぼしだいこん

ボイルやさい とりにく　わかめ　とうふ さとう　タルタルソース こねぎ　たまねぎ　えのきたけ 851

ごはん みそしる あぶらあげ　 じゃがいも

メンチカツ ぎゅうにゅう コッペパン たまねぎ　ごぼう　きゅうり

かみかみサラダ ぶたにく　ぎゅうにく　しらす あぶら　さとう きりぼしだいこん　もやし　にんじん 839

コッペパン にらスープ だいず　たまご　さきいか こむぎこ　ぱんこ にら　きくらげ

いわしのうめに ぎゅうにゅう こめ　あぶら きゅうり　にんじん　もやし　

こぎつねサラダ いわし　あぶらあげ さとう　さといも きゃべつ　しいたけ　ごぼう 810

ごはん かしわじる とうふ　とりにく こねぎ　

さけのしおやき ぎゅうにゅう こめ　あぶら きゅうり　きゃべつ　にんじん　

マンナンサラダ さけ　とうふ　かまぼこ　のり さとう　マヨネーズ しいたけ　ねぎ　にら　にんにく 734

ごはん すましじる　　スタミナみそ ぶたにく　なっとう　みそ ごま

クラムチャウダー ぎゅうにゅう こめこパン たまねぎ　グリーンピース

グリーンサラダ あさり　とりにく　なまクリーム あぶら　さとう コーン　にんじん　きゃべつ 661

こめこパン じゃがいも きゅうり

ビビンバ（そぼろ・たまご・ナムル） ぎゅうにゅう こめ　あぶら しょうが　ぜんまい　たけのこ　

わかめスープ ぶたにく　きんしたまご さとう　 にんじん　たまねぎ　ぶどう 708

ごはん あじさいゼリー とりにく　わかめ ほうれんそう　もやし

セルフドッグ ぎゅうにゅう コッペパン きゃべつ　にんじん　たまねぎ

タイピーエン ウインナー　ぶたにく　えび あぶら　ぱいたん さやえんどう　たけのこ　きくらげ 700

コッペパン いか　うずらたまご　かまぼこ はるさめ　マヨネーズ

てつじんサラダ ぎゅうにゅう こめ　あぶら にんじん　たまねぎ　にんにく

とりにく　ひじき　ツナ さとう　カレールウ グリーンピース　もやし　きゅうり 773

チキンカレー じゃがいも コーン　

じゃがいものそぼろに ぎゅうにゅう こめ　あぶら にんじん　たまねぎ　しいたけ

もずくスープ ぶたにく　とうふ さとう　じゃがいも こねぎ　えのきたけ 728

わかめごはん もずく かたくりこ

こめこシチュー ぎゅうにゅう コッペパン　マカロニ きゃべつ　ブロッコリー　にんじん

コロコロサラダ とりにく　ベーコン　チキンハム チョコレート　あぶら ぶなしめじ　きゅうり　コーン 831

コッペパン ソイチョコクリーム チーズ　とうにゅう さとう　マヨネーズ

あじごまフライ ぎゅうにゅう こめ　あぶら なす　ピーマン　にんじん

なすのいためもの あじ　ぶたにく　たまご ぱんこ　こんにゃく たまねぎ　しいたけ　えのきたけ 674

ごはん かきたまじる こねぎ

とりにくのバーベキューソース ぎゅうにゅう コッペパン　あぶら りんご　たまねぎ　しょうが

カレードレッシングサラダ とりにく　ロースハム さとう　じゃがいも にんにく　もやし　きゅうり 649

コッペパン コンソメスープ ベーコン きゃべつ　コーン　パセリ

いわしのかばやき ぎゅうにゅう こめ　あぶら しょうが　きゅうり　きゃべつ

たこのすのもの いわし　たこ　 さとう　ごま　はるさめ にんじん　しいたけ　もやし 742

ごはん さわにわん こねぎ

はっぽうさい ぎゅうにゅう こめ　あぶら たまねぎ　にんじん　きくらげ

きゅうりのピリっとづけ ぶたにく　いか　えび もやし　さやいんげん　たけのこ 623

ごはん うずらたまご　ちくわ しいたけ　しょうが　きゃべつ　きゅうり

ささみのサラダ ぎゅうにゅう うどんめん　 しいたけ　にんじん　こねぎ

むしパン とりにく　かまぼこ むしぱんミックス ほうれんそう　きゃべつ　もやし 618

うどん ささみ　わかめ こまつな

おやこどん ぎゅうにゅう こめ　さとう たまねぎ　にんじん　ねぎ

きりぼしだいこんのごまネーズサラダ とりにく　たまご マヨネーズ　かたくりこ しいたけ　きゅうり 623

ごはん ひじき　のり きりぼしだいこん

てづくりだんごのスープ ぎゅうにゅう　ロースハム くろざとうパン しょうが　ねぎ　にんじん　もやし

はなやさいのサラダ とりにく　ぶたにく　 パンこ　かたくりこ たまねぎ　しいたけ　ほうれんそう 678
くろざとう

パン たまご　こうやどうふ　 はるさめ ブロッコリー　カリフラワー　コーン

あじのしおやき ぎゅうにゅう こめ　あぶら にんじん　さやいんげん　だいこん

ひじきのにつけ あじ　とりにく　とうふ さとう　さといも しいたけ　ごぼう　こねぎ 621

ごはん けんちんじる あぶらあげ　 こんにゃく

マーボーどうふ ぎゅうにゅう こめ　あぶら たまねぎ　にんじん　こねぎ

ナムル とうふ　ぶたにく さとう　ごま　 しいたけ　たけのこ　しょうが 697

ごはん みそ　だいず もやし　ほうれんそう

ミートボールのトマトに ぎゅうにゅう コッペパン たまねぎ　にんじん　ブロッコリー

ツナとわかめのサラダ にくだんご　わかめ さとう　あぶら ぶなしめじ　トマト　きゃべつ 725

ココアあげパン ツナ
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大分県立日出支援学校
令和２年度

日 曜 こんだてめい
おもなしょくひんとそのはたらき

主食 牛乳
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※材料等の都合により献立が一部変更になることがあります。ご了承ください。

県産魚の日
けんさんぎょ ひ

食育の日
しょくいく ひ

にゅうばい

入梅

宮崎県
みやざきけん

九州

ふるさとの

味めぐり

くまもとけん

熊本県

夏至献立
げしこんだて

梅の日

虫歯予防デー
むしばよぼう

かみかみこんだて

うめ ひ

世界献血デー
せかいけんけつ

九州

ふるさとの

味めぐり


