
                          平成28年10月
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

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

ごはん のり 大豆　卵　ロースハム　のり きゅうり　キャベツ

キーマカレー ぎゅうにゅう　チーズ ナン なす　にんにく　しょうが

牛乳 コーンとキャベツのサラダ 牛ミンチ　豚ミンチ 油　マヨネーズ 玉ねぎ　人参　ピーマン　キャベツ
743

ナン ひよこ豆　ロースハム きゅうり　

厚焼き卵 ぎゅうにゅう ごはん 干ししいたけ　人参　葉ねぎ　玉ねぎ

ごま和え わかめ　卵　大豆　鶏ミンチ 砂糖　ごま キャベツ　ほうれん草　もやし
712

わかめごはん お吸い物 チーズ　はんぺん　鰹節 しめじ　小松菜

鮭のムニエル ぎゅうにゅう パン　ジャム きゅうり　ブロッコリー　コーン

牛乳 コロコロサラダ 鮭　チーズ　ベーコン じゃがいも 人参　いんげん　玉ねぎ　
755

コッペパン 春雨スープ　りんごジャム マヨネーズ　春雨 しいたけ　葉ねぎ

三色ごはん（卵・鶏そぼろ・野菜） ぎゅうにゅう ごはん しょうが　小松菜　もやし

キャベツスープ 大豆　鶏ミンチ　卵 砂糖　ごま キャベツ　人参　玉ねぎ
756

ごはん ブルーベリーゼリー 貝柱　ベーコン ブルーベリー

スパゲティークリームソース ぎゅうにゅう スパゲティ 玉ねぎ　人参　マッシュルーム

牛乳 花野菜のツナ和え いか　鶏肉　貝柱　鮭 バター　油 パセリ　ブロッコリー　カリフラワー
836

スパゲティ りんごとさつまいものカップケーキ ベーコン　ツナ　卵 マヨネーズ　砂糖 さつまいも　りんご　レモン

元気ボール ぎゅうにゅう ごはん 玉ねぎ　しょうが　人参

ボイル野菜　かぼすポン酢 いわし　卵　納豆 マヨネーズ もやし　ほうれん草　かぼす
784

ごはん にらたま汁 豚肉　煮干し 小麦粉　油　砂糖 にら　きくらげ　

魚のチーズ焼き ぎゅうにゅう パン ドライアップル　玉ねぎ　いんげん

牛乳 豚肉と青梗菜のスープ ホキ　チーズ　豚肉 マヨネーズ　春雨 青梗菜　たけのこ　しいたけ
694

アップルパン バナナ 片栗粉 もやし　葉ねぎ　バナナ

豚じゃがキムチ ぎゅうにゅう ごはん 玉ねぎ　人参　にら　にんにく

もずくスープ 豚肉　もずく　豆腐 じゃがいも　油　 朝鮮漬　えのき　干ししいたけ
711

ごはん 鶏肉 砂糖　 葉ねぎ

がめ煮 ぎゅうにゅう ごはん しいたけ　えのき　しめじ　キャベツ

牛乳 酢の物 油揚げ　鶏肉　厚揚げ 砂糖　里芋　油 絹さや　たけのこ　人参　ごぼう
793

きのこごはん わかめ　いか ごま 干ししいたけ　れんこん　きゅうり

※　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。
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いわしミンチと納豆を使った元気ボールです。体によい成分がたっぷりの青魚いわしや、発酵食品納豆を使っているので、元気ボールと
名付けました。つみれを作って油で揚げ、かぼすポン酢をかけて食べます。

17 月

がめ煮は福岡県の郷土料理の一つです。筑前煮とも呼ばれます。「がめ煮」の由来は諸説あります。博多の方言で「寄せ集める」と
いう意味の「がめくりこむ」から名付けられた説や、豊臣秀吉が朝鮮に出兵するため博多に立ち寄ったときに、スッポン「がめ」をつか
まえて野菜と一緒に煮たことからきたという説があります。

5

魚の脂には血液をサラサラにし、血管をきれいにしてくれる働きがあり、生活習慣病の予防に効果があります。また今日使用の鮭の紅い
身の成分にはがん予防になる成分や、目の疲れをとる成分が含まれています。今回は骨なしの鮭を使ってムニエルにしました。

本校の厚焼き卵は具だくさんです。鶏ミンチ、人参、玉ねぎ、大豆、干ししいたけ、ねぎ・・・などボリューム感のある卵焼きで、人
気献立の一つです。

10月10日は目の愛護デーです。食べ物に含まれる栄養素には、目に良い働きをするものがあります。例えばアントシアニンという色素
は、目の疲れをとる効果があると言われています。そこでアントシアニンを多く含むブルーベリーのゼリーをつけました。

鶏肉、鮭、いか、ホタテ貝柱、ベーコンと玉ねぎなどの野菜が入った具材たっぷりのクリームソースをかけて食べるスパゲティーです。
ホワイトソースは小麦粉とバターで作るソースではなく米粉と牛乳を使ってあっさり仕上げます。またカップケーキはしっとりとしたケーキ
生地が甘酸っぱいりんごと甘いさつまいもを包み込み、りんごの皮のシャキシャキ感も楽しめます。

11

 　　大分
お お い た

県立
け ん り つ

日出
ひ じ

支援
し え ん

学校
が っ こ う

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

豚肉を使った肉じゃがに、仕上げでキムチを加えます。ピリ辛が食欲をそそります。小学部は甘口、中学部・高等部は辛口でだしま
す。

3

9月に予定していた献立ですが、台風で中止になったためリベンジです！ ナンとキーマカレーはインドでよく食べられる料理です。「キー
マ」とはヒンディー語で「細かいもの」という意味です。肉を細かくしたもの（ひき肉）が入っているカレーをキーマカレーと呼びま
す。ナンを一口大にちぎり、キーマカレーをのせて食べましょう。
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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

豚骨フォー ぎゅうにゅう パン キャベツ　もやし　人参　

春巻き 豚肉　鶏肉 ビーフン　油 葉ねぎ　きくらげ
698

黒砂糖パン パイナップル 玉ねぎ　たけのこ　パイン

秋刀魚の塩焼き　かぼす ぎゅうにゅう ごはん かぼす　キャベツ　人参

牛乳 ちくわ入りサラダ 秋刀魚　ちくわ　わかめ マヨネーズ きゅうり　干ししいたけ　玉ねぎ
748

ごはん かきたま汁 鶏肉　卵　煮干し えのき　葉ねぎ

チキンソテー野菜添え　トマトきのこソース ぎゅうにゅう パン 玉ねぎ　しめじ　ブロッコリー

コンソメスープ 鶏肉　ベーコン バター　砂糖 カリフラワー　人参　コーン
755

米粉パン 青りんごゼリー じゃがいも キャベツ　パセリ

カレイのからあげ～野菜あんかけ～ ぎゅうにゅう ごはん たけのこ　もやし　ピーマン

牛乳 しそ味ひじき カレイ　ひじき　豚肉 片栗粉　油　砂糖 玉ねぎ　人参　きくらげ
661

ごはん 豚汁 豆腐　煮干し　みそ 里芋 ごぼう　大根　白菜　しいたけ　ねぎ

豆腐ハンバーグ ぎゅうにゅう　みそ　煮干し ごはん 玉ねぎ　人参　にんにく　しょうが

ボイル野菜　和風ソース 豆腐　牛ミンチ　豚ミンチ パン粉　砂糖　 小松菜　キャベツ　もやし
739

ごはん 里芋のみそ汁 大豆　卵　チーズ　わかめ 片栗粉　里芋 葉ねぎ

セルフドック（ウインナー・キャベツ） ぎゅうにゅう パン キャベツ　人参　白菜

牛乳 肉だんごスープ ウインナー　肉だんご 春雨　 もやし　玉ねぎ　しいたけ
771

コッペパン ヨーグルト ヨーグルト ほうれん草

ポトフ ぎゅうにゅう パン キャベツ　人参　玉ねぎ　いんげん

シーフードサラダ ベーコン　鶏肉　ウインナー じゃがいも きゅうり　コーン
710

チョコチップパン 海藻　貝柱　いか マヨネーズ

牛すじカレー ぎゅうにゅう ごはん 玉ねぎ　人参　グリンピース

牛乳 おかしな目玉焼き 牛すじ肉　チーズ じゃがいも にんにく　しょうが　黄桃
809

ごはん 砂糖

パンプキンシチュー ぎゅうにゅう ごはん 玉ねぎ　ピーマン　かぼちゃ

みかん 鶏肉　ウインナー　ベーコン じゃがいも 人参　キャベツ　みかん
792

チキンライス マカロニ　米粉

※　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。
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セルフドックは背割りカットしたパンにお好みでウインナーやコールスロードレッシングサラダのきゃべつを挟んで食べます。
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25 火

秋刀魚は江戸時代から栄養のある庶民の味として親しまれています。からだが細長く、刀の形に似ていることから「秋の刀の魚」と書い
て「さんま」と読んでいます。韓国では「秋の空の魚」と書くそうです。

ベトナム料理でおなじみの「フォー」です。フォーとはお米からできた麺のことをいいます。ベトナムでは、高級料理のお店から街角の
屋台まで、フォーを作っています。今回は豚骨の味付けにしてみました。

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

31 月

10月３１日はハロウィンです。最近では日本でも仮装をしたりなど、有名な行事となってきました。ハロウィンではかぼちゃをくりぬいてラ
ンタンにし、家の前にかざります。そこでかぼちゃを使ったシチューをとりいれてみました。

日出支援一番人気の牛すじカレーです。デミグラスソースで煮込んだ牛すじ肉を使います。また、こんにゃくも一緒に加えてカロリーを
抑えます。カレーのこんにゃくは牛すじのような食感で意外とおいしいです。おかしな目玉焼き・・・見た目はほとんど目玉焼きです
が、実は黄桃と牛乳寒天でできたデザートです。見てびっくり、食べてびっくり、子どもたちに楽しんでもらえたらと思います。

ポトフはフランスの家庭料理です。フランス語で「火にかけた鍋」という意味です。洋風おでんといった感じの料理です。

カレイに片栗粉をつけて揚げたものを野菜たっぷりのあんに絡めます。また、カレイは加圧処理しているため骨まで柔らかく食べられま
す。カルシウムも十分とれる一品です。

火18

水

28 金

こどもに人気のハンバーグに豆腐や大豆を加えてカロリーを抑えました。ふんわりと仕上がり食べやすいハンバーグです。しょう油ベー
スのソースを野菜と一緒にかけて食べます。

24 月

エネル
ギー

ハロウィン献立

秋です。
実りの秋を迎えました。なし、かき、くり、りんごなど旬の果物が店頭に並ぶ時季です。さといも

やさつまいも、北海道からはじゃがいもなど、たくさんのいも類が収穫されます。にんじん、ごぼう、

れんこんなどの根菜類もおいしくなりますね。また魚では、秋刀魚、さば、戻りがつおなど脂ののっ

た魚が勢ぞろいします。食事の栄養バランスもチェックしながら、味覚の秋を大いに楽しみましょ

う！


