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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

★チキンソテー ぎゅうにゅう パン 玉ねぎ　しめじ　キャベツ　人参

ボイル野菜　トマトソース 鶏肉　ベーコン　貝柱 米粉　バター　砂糖 白菜　 676

コッペパン 貝柱スープ いか　あさり

★キーマカレー ぎゅうにゅう ごはん にんにく　しょうが　玉ねぎ

牛乳 ツナとわかめのサラダ 牛ミンチ　豚ミンチ　大豆 油　砂糖 人参　枝豆　レーズン　マッシュルーム 850

サフランライス ツナ　わかめ　 りんご　キャベツ

★五目うどん ぎゅうにゅう パン しいたけ　人参　葉ねぎ　ほうれん草

あじごまフライ 鶏肉　わかめ　なると　こんぶ うどん　ごま　油 ごぼう　きゅうり　コーン 770

ミニアップルパン ごぼうサラダ 煮干し　あじ　 マヨネーズ

鶏肉と大根の煮物 ぎゅうにゅう ごはん 大根　人参　小松菜　ほうれん草

牛乳 おかか和え 鶏肉　チーズ　鰹節 里芋　砂糖　油 もやし　白菜　ぽんかん 704

ごはん ぽんかん

★鯖のみそ煮 ぎゅうにゅう　鶏肉　煮干し ごはん 人参　いんげん　玉ねぎ　白菜

五目ひじき 鯖　みそ　ひじき　豚肉 こんにゃく　油 えのき　葉ねぎ 769

ごはん 白菜汁 さつま揚げ　大豆　あさり 砂糖　

★手作りハンバーグ ぎゅうにゅう パン 玉ねぎ　人参　にんにく　ブロッコリー

牛乳 ボイル野菜　ソース　★フライドポテト 牛ミンチ　豚ミンチ　大豆 パン粉　砂糖 カリフラワー　たけのこ　 770

コッペパン わかめスープ 卵　チーズ　わかめ　鶏肉 じゃがいも　油　ごま

★麻婆豆腐 ぎゅうにゅう ごはん 玉ねぎ　人参　葉ねぎ　干ししいたけ

中華風サラダ 豆腐　豚ミンチ　みそ 砂糖　油　春雨 たけのこ　にんにく　しょうが　 753

ゆかりごはん 大豆　錦糸卵　ハム キャベツ　きゅうり

ウインナーと野菜のスープ煮 ぎゅうにゅう パン 人参　白菜　もやし　玉ねぎ

牛乳 ★フルーツヨーグルト ウインナー　鶏肉　きな粉 ピーナッツ　砂糖 しいたけ　ほうれん草　みかん 790

★揚げパン ヨーグルト 春雨 黄桃　パイン　アロエ　バナナ

★豚骨ラーメン ぎゅうにゅう ごはん にんにく　しょうが　きくらげ

棒々鶏サラダ 豚肉　鶏肉 ラーメン　ねりごま 葉ねぎ　コーン　キャベツ　きゅうり 875

ミニごはん 味のり のり 砂糖　油 ほうれん草　人参　

　　　　いも煮 ぎゅうにゅう ごはん 人参　ねぎ　しめじ　小松菜

牛乳 　　　　かぼす和え 牛肉　わかめ　いか 里芋　こんにゃく キャベツ　かぼす 799

ごはん 　　　　★納豆 納豆 砂糖　

　　　　魚のチーズ焼き ぎゅうにゅう パン　油 玉ねぎ　いんげん　青梗菜

　　　　豚肉と青梗菜のスープ ホキ　チーズ　豚肉 マヨネーズ　春雨 たけのこ　しいたけ　もやし 683

コッペパン 　　　　★エクレア 片栗粉　エクレア 葉ねぎ

牛乳

ごはん

　　　　米粉パン ぎゅうにゅう パン しょうが　葉ねぎ　人参　白菜　きゅうり

　　　　手作り肉だんごスープ 鶏ミンチ　豚ミンチ パン粉　片栗粉 もやし　玉ねぎ　干ししいたけ　コーン 723

米粉パン 　　　　ごまドレサラダ　★パイン 卵 春雨　ごまドレ ほうれん草　ブロッコリー　カリフラワー　パイン

　　　　鶏めし ぎゅうにゅう ごはん　やせうま ごぼう　人参　いんげん　干ししいたけ

牛乳 　　　　武者汁 鶏肉　えそ　みそ 砂糖　油　片栗粉 玉ねぎ　白菜　葉ねぎ　 735

鶏めし 　　　　やせうま 煮干し　きな粉 里芋　こんにゃく

肉じゃが ぎゅうにゅう ごはん たくあん漬　朝鮮漬　葉ねぎ　玉ねぎ

★酢の物 豚肉　絹厚揚げ　牛肉 油　ごま　じゃがいも 人参　いんげん　にんにく 757

★キムタクごはん いか　 しらたき　砂糖 きゅうり　キャベツ　

★ししゃもの磯フライ ぎゅうにゅう パン コーン　キャベツ　きゅうり

牛乳 ★ポテトサラダ ししゃも　白花豆　もずく 油　じゃがいも 玉ねぎ　レモン　えのき　しいたけ 760

黒砂糖パン もずくスープ 豆腐　鶏肉 マヨネーズ　砂糖 人参　葉ねぎ

※　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。
★マークのついた献立は卒業生のリクエストによる献立です。

人気ナンバーワン献立（全校児童生徒によるアンケートの集計結果から）
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1月24日～30日は全国学校給食週間です。日本の学校給食は、明治２２年に山形県鶴岡市で昼食を持参できな

い子どもたちのために、おにぎりと焼き魚、漬け物を用意したのが始まりです。その後、全国に広がっていきまし

たが、第二次世界大戦で中断されました。戦後、海外からの救援物資で再開された学校給食は、栄養が不足しがち

だった多くの子どもたちを救いました。

今は豊かになった日本ですが、当時の気持ちを忘れないためにもうけられたのが、「全国学校給食週間」です。

食べ物に感謝し将来にわたって心豊かな生活を送れるよう、子どもたちの健康な心と体を育み、大切な食文化を未

来に伝えていく学校給食の役割について改めて考える一週間です。

1月23日（月）～27日（金）は日出支援学校の学校給食週間です。25日（水）には人気ナンバーワン献立、

27日（金）には大分のふるさと給食を提供しようと思います。子どもたちにも給食について今一度考えてもらう

きっかけになればと思っています。

日本の料理
～おおいた～


