
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

トリニータどん ぎゅうにゅう こめ　あぶら にんにく　たまねぎ　ピーマン

きゃべつスープ とりにく　ベーコン こむぎこ　さとう きゃべつ　にんじん　たまねぎ 878

ごはん むしとうもろこし かたくりこ　はるさめ とうもろこし

ペンネのトマトソース ぎゅうにゅう マヨネーズパン たまねぎ　セロリ　トマト

カントリーサラダ ぶたにく　 じゃがいも きゅうり　コーン　ブロッコリー 820

マヨネーズパン だいこん

さんしょくごはん ぎゅうにゅう こめ　ごま しょうが　こまつな　もやし

ソーメンじる とりにく　こうやどうふ さとう　 たまねぎ　にんじん　こねぎ 766

ごはん やめちゃムース きんしたまご　あぶらあげ やめちゃムース

ゴーヤチャンプルー ぎゅうにゅう こめ　あぶら にがうり　にんじん　たまねぎ

すましじる ぶたにく　とうふ さとう　こむぎこ もやし　しいたけ　 804

ごはん サーターアンダギー たまご

カレーミート ぎゅうにゅう コッペパン たまねぎ　マッシュルーム　にんじん

かいせんスープ ぶたにく　いか　えび あぶら　ゼリー えだまめ　にんにく　ちんげんさい 669

コッペパン たなばたゼリー つみれだんご　だいず ぶどうジュース しょうが

うまに　 ぎゅうにゅう こめ　あぶら たけのこ　たまねぎ　にんじん

シークワーサーサラダ とりにく さとう　じゃがいも さやいんげん　にんにく　きゅうり 766

ごはん こんにゃく きゃべつ　コーン　ブロッコリー

ポークビーンズ ぎゅうにゅう ミルクパン たまねぎ　にんじん　えだまめ

ツナわかめサラダ だいず　ミックスビーンズ じゃがいも　あぶら トマト　きゃべつ 756

ミルクパン ツナ　ぶたにく　わかめ さとう

さばのしおやき ぎゅうにゅう こめ　あぶら もやし　ごぼう　にんじん

うらかみそぼろ さば　ぶたにく　てんぷら さとう　こんにゃく とうがん　しいたけ　こねぎ 665

ごはん とうがんスープ はるさめ

マーボーなす ぎゅうにゅう こめ　あぶら なす　たまねぎ　にんじん

バンサンスー とうふ　ぶたにく　ロースハム さとう こねぎ　にんにく　しょうが　きゃべつ 716

ごはん みそ もやし　きくらげ　きゅうり

ビーフシチュー ぎゅうにゅう くろざとうパン たまねぎ　にんじん　マッシュルーム

きりぼしだいこんのサラダ ぎゅうにく じゃがいも　生クリーム ブロッコリー　きゅうり 640

くろざとうパン デミグラスソース きりぼしだいこん

ぶたにくとなすのあまからあげ ぎゅうにゅう こめ　あぶら たくあん　キムチ　こねぎ

すみそあえ ぶたにく　いか さとう なす　きゃべつ　こまつな　ピーマン 687

ゆかりごはん みそ たけのこ　たまねぎ　にんじん　

あかうおのなんばんづけ ぎゅうにゅう こめこパン にんじん　たまねぎ　ピーマン

はるさめスープ あかうお　ロースハム はるさめ　マンゴープリン ほうれんそう　しいたけ　こねぎ 694

こめこパン マンゴープリン ぶたにく あぶら　さとう

フルーツヨーグルト ぎゅうにゅう こめ たまねぎ　にんじん　しいたけ

かんむりじどり　 じゃがいも　かんてん ピーマン　おくら　にんにく　しょうが 785

カレーライス こなチーズ　ヨーグルト カレールウ みかん　もも　パインアップル　アロエ

あなごごはん ぎゅうにゅう こめ しいたけ　にんじん　さやえんどう

おかかあえ あなご　きんしたまご さとう　 ほうれんそう　もやし　きゃべつ 585

ごはん はんぺんのすましじる はんぺん　かつおぶし

とうふのチリソースに ぎゅうにゅう コッペパン　ジャム こねぎ　しょうが　しいたけ

パンプキンサラダ とうふ　えび　ぶたにく あぶら　さとう　じゃがいも たまねぎ　にんじん　きゅうり 631

コッペパン ブルーベリージャム チキンハム かぼちゃ　マヨネーズ レーズン

さわらのさいきょうやき ぎゅうにゅう こめ たまねぎ　にんじん　ピーマン

あまずあえ さわら　たまご ごまあぶら えのきたけ　にら　きくらげ 657

ごはん にらたまスープ ぶたにく　みそ しいたけ

ぶたにくのうめしょうがやき ぎゅうにゅう こめ　あぶら しょうが　うめ　もやし

ごまあえ ぶたにく　あぶらあげ ごまあぶら　さとう きゃべつ　にんじん　こまつな 749

ごはん みそしる かぼちゃ　 えのきたけ　たまねぎ　こねぎ

ぶたにくとちんげんさいのスープ ぎゅうにゅう しょくパン ピーマン　にんじん　たまねぎ

れいとうパイン チキンハム　チーズ ごまあぶら コーン　ちんげんさい　たけのこ 625

ピザトースト ぶたにく はるさめ しいたけ　もやし　こねぎ　パインアップル

プルコギどん ぎゅうにゅう こめ　あぶら こねぎ　にんにく　たまねぎ　

ナムル ぶたにく　 さとう　 ピーマン　にんじん　もやし 603

ごはん ほうれんそう　

セルフフィッシュバーガー ぎゅうにゅう さんかくパン たまねぎ　にんじん　きゃべつ

ワンタンスープ しろみさかなのフライ ワンタン　ごまあぶら こまつな　もやし　しいたけ 677

さんかくパン ぶたにく マヨネーズ

じゃがぶたキムチ ぎゅうにゅう こめ　ねりごま たまねぎ　にんじん　にら

くきわかめのサラダ ぶたにく　くきわかめ じゃがいも　あぶら にんにく　きゃべつ　 687

ごはん さとう　マヨネーズ

う　み　の　ひ

ス　ポ　ー　ツ　の　ひ
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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 エネルギー
（Kcal)

27 げつ

15 すい

14 か

22 すい

23 もく

24 きん

31 きん

29 すい

※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。

ながさきけん

長崎県

九州

ふるさとの

味めぐり

七夕献立

沖縄県
おきなわけん

たなばたこんだて

九州

ふるさとの

味めぐり

土用の丑の日
どよう うし ひ

地産地消夏野菜カレーの日
ちさんちしょうなつやさい ひ


