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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

肉だんごスープ ぎゅうにゅう パン　チョコレート 人参　キャベツ　もやし　玉ねぎ

ポテトサラダ 肉だんご　白花豆 春雨　じゃがいも 干ししいたけ　ほうれん草　コーン
732

コッペパン チョコクリーム マヨネーズ　砂糖 レモン

きびなごのカリカリフライ ぎゅうにゅう　煮干し　卵 ごはん 人参　きゅうり　切り干し大根　

牛乳 さきいかのかみかみサラダ 鶏肉　こんぶ　油揚げ　みそ 油　砂糖　ごま もやし　玉ねぎ　えのき　にら
762

昆布ごはん にらたまみそ汁 きびなご　しらす干し　いか

いわしの梅煮 ぎゅうにゅう ごはん 梅　キャベツ　小松菜　もやし

ごま和え いわし　豆腐　鶏肉 ごま　砂糖　里芋 人参　干ししいたけ　ごぼう
655

ごはん かしわ汁 ねぎ

鶏肉のピーナッツからめ ぎゅうにゅう パン　マヨネーズ 玉ねぎ　人参　コーン　キャベツ

牛乳 コンソメスープ 鶏肉　ベーコン 片栗粉　油　ピーナッツ パセリ　メロン
778

マヨネーズパン メロン 砂糖　じゃがいも

ビビンバ ぎゅうにゅう ごはん ぜんまい　切り干し大根　葉ねぎ

わかめスープ 牛肉　みそ　錦糸卵 砂糖　油　ごま にんにく　ほうれん草　もやし
762

ごはん わかめ　鶏ミンチ　 玉ねぎ　たけのこ　にんにく

きゃべつとウインナーのスープ煮 ぎゅうにゅう 食パン ピーマン　人参　玉ねぎ　コーン

牛乳 バナナ チーズ　ハム　ウインナー 油　春雨 キャベツ　もやし　しいたけ　
766

ピザトースト 鶏肉 ほうれん草　バナナ

ポークカレー ぎゅうにゅう ごはん 玉ねぎ　人参　グリンピース　にんにく

フルーツカルピス 豚肉　チーズ じゃがいも しょうが　パイン　みかん　黄桃
873

ごはん ゼリー アロエ　バナナ

鯖の塩焼き ぎゅうにゅう　ひじき ごはん 人参　いんげん　ごぼう　大根

牛乳 ひじきの煮付け 鯖　さつま揚げ　鶏肉 こんにゃく　油 干ししいたけ　ねぎ
757

ごはん 沢煮椀 豚肉　鰹節　煮干し 砂糖　しらたき　片栗粉

米粉シチュー ぎゅうにゅう パン　マヨネーズ キャベツ　ブロッコリー　玉ねぎ　

シーフードサラダ 鶏肉　ベーコン　海藻 じゃがいも　米粉 人参　しめじ　きゅうり　コーン
806

コッペパン ムース 貝柱　いか 油　マカロニ　ムース

麻婆春雨 ぎゅうにゅう ごはん　 玉ねぎ　人参　干ししいたけ　にんにく

牛乳 ナムル 豆腐　豚ミンチ　みそ 春雨　砂糖　油 にら　しょうが　もやし
745

ごはん アーモンドフィッシュ 煮干し ごま　アーモンド ほうれん草　

インド煮 ぎゅうにゅう パン　青梅ゼリー たけのこ　玉ねぎ　人参　いんげん

ごぼうサラダ 絹厚揚げ　鶏肉　 じゃがいも　こんにゃく ごぼう　きゅうり　コーン
718

米粉パン 青梅ゼリー 砂糖　油　マヨネーズ

※　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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メロンは5～7月の初夏が旬の果物です。メロンを選ぶ時のポイントとしては、手に持ったときにずっしりと重みを感じるもの、そして編み
目が細かいものが香りや甘味が強い傾向にあります。
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 　　大分県立日出支援学校

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

金

12

14 水

暑いこの時期、ビタミンＢ１豊富な豚肉のカレーにしました。ビタミンＢ１は疲労回復に効果があると言われています。しっかり食べて暑さ
に負けない体を作りましょう。また今回はフルーツとカルピス、凍ったゼリーをあわせるデザートもつけます。暑い日にピッタリの献立で
す。

6月4日から10日まで歯と口の健康週間です。そこで、よく噛んで食べることを意識した献立にしました。きびなごのカリカリフライは、じゃ
がいもを粒状にしたものを衣にしているので食感がかりかりします。またきびなごには歯を丈夫にするためのビタミンＤやカルシウムが
たっぷりです。かみかみサラダにはさきいかや、しらす干し、切り干し大根など歯ごたえのあるものがたっぷり入っています。しっかり意
識してよく噛んでほしいと思います。

ビビンバは韓国の代表的な料理です。「ビビン」が混ぜる、「バ」がご飯という意味です。名前のとおりほうれんそうやもやし、ぜんま
い、切り干し大根などの野菜と牛肉などの具にテンメンジャンやみそなどを加えて混ぜ合わせて食べる料理です。

沢煮椀はせん切りに切った野菜と豚肉など多くの材料を使って作る汁物です。昔、多いということを「さわ」といったところからこの名が
ついたといいます。さっぱりとした口当たりなので、暑い時でも食がすすみます。

インド煮はカレー風味の肉じゃがです。パンにもごはんにも合う一品です。また、和歌山県の梅果汁を使った青梅ゼリーがデザートで
す。梅に含まれるクエン酸には疲労回復効果があり、蒸し暑いこの季節さっぱりとした青梅ゼリーは食べやすいかと思います。

アーモンドフィッシュは、アーモンドの実とかえりじゃこの組み合わせです。アーモンドは脂質とビタミンＥをたくさん含んでいて栄養満点で
す。またかえりじゃこは、ちりめんじゃこより少し大きなものを言います。ちりめんじゃこやかえりじゃこは、主に脂分の少ないカタクチイワ
シの稚魚を乾燥させて作ります。カルシウムたっぷりの健康食品です。
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かみかみ献立



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

ブリハンバーグ ぎゅうにゅう ごはん ごぼう　人参　たけのこ　しょうが

牛乳 ボイル野菜　ソース ぶり　はんぺん　鰹節 片栗粉　バター キャベツ　もやし　しいたけ
792

ごはん はんぺんのお吸い物 こんぶ ほうれん草

カレーぎょろっけ ぎゅうにゅう　鰹節　こんぶ ごはん 玉ねぎ　コーン　干ししいたけ

甘酢和え えそ　ひじき　しらす干し 片栗粉　パン粉　油 きゅうり　キャベツ　人参　えのき
694

ごはん マロニー汁 卵　ちくわ　わかめ　かまぼこ 砂糖　ごま　マロニー みつば

チリコンカン ぎゅうにゅう パン 玉ねぎ　人参　マッシュルーム

牛乳 ツナとわかめのサラダ 大豆　豚ミンチ　チーズ 油　砂糖　 グリンピース　トマト　にんにく
741

コッペパン あじさいゼリー　ブルーベリージャム ツナ　わかめ　 ジャム キャベツ　

肉じゃが ぎゅうにゅう ごはん　マヨネーズ 大根　しょうが　みつば　玉ねぎ

茎わかめのサラダ たこ　油揚げ　こんぶ　 じゃがいも　しらたき 人参　いんげん　にんにく　キャベツ
710

たこめし 絹厚揚げ　牛肉　茎わかめ 油　砂糖　ねりごま

照り焼きチキン ぎゅうにゅう パン　押麦 しょうが　にんにく　きゅうり　

牛乳 コロコロサラダ 鶏肉　ハム　チーズ　ベーコン 砂糖　片栗粉 ブロッコリー　コーン　人参　
754

コッペパン ミネストローネ 白いんげん豆 マヨネーズ　じゃがいも 玉ねぎ　キャベツ　トマト

魚のレモン煮 ぎゅうにゅう ごはん レモン　もやし　きゅうり　人参

こんにゃくサラダ 赤魚　糸かまぼこ　鶏肉 片栗粉　油　砂糖 しいたけ　玉ねぎ　えのき
705

ごはん かきたま汁 卵　煮干し こんにゃく　 ねぎ

チキン南蛮 ぎゅうにゅう ごはん 玉ねぎ　きゅうり　キャベツ　人参

牛乳 ボイル野菜　タルタルソース 鶏肉　豆腐　わかめ 片栗粉　油　砂糖 ブロッコリー　切り干し大根
813

ごはん 切り干し大根のみそ汁 みそ　煮干し　卵 マヨネーズ　じゃがいも ねぎ

揚げそば野菜あんかけ ぎゅうにゅう 蒸しパン パイン　玉ねぎ　人参　もやし　カリフラワー

花野菜のツナ和え 豚肉　いか　ツナ 揚げ麺　片栗粉 キャベツ　きくらげ　干ししいたけ
760

蒸しパン マヨネーズ いんげん　しょうが　にんにく　ブロッコリー

豚肉の香味焼き ぎゅうにゅう ごはん 玉ねぎ　にんにく　もやし　きゅうり

牛乳 アーモンド和え 豚肉　もずく　豆腐　 砂糖　油　アーモンド 人参　いんげん　えのき　しいたけ
790

ゆかりごはん もずく汁 鶏肉 ねぎ

鮭のコーンマヨネーズ焼き ぎゅうにゅう パン コーン　ブロッコリー　キャベツ

グリーンサラダ 鮭　豚肉 マヨネーズ　油 きゅうり　コーン　青梗菜　たけのこ
646

コッペパン 豚肉と青梗菜のスープ 砂糖　春雨　片栗粉 しいたけ　もやし　ねぎ

ドライカレー ぎゅうにゅう ごはん にんにく　しょうが　玉ねぎ　人参

牛乳 春雨サラダ 牛ミンチ　豚ミンチ 油　バター 枝豆　レーズン　マッシュルーム
853

ごはん 大豆　ハム 春雨　砂糖 りんご　きゅうり　キャベツ　もやし

※　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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豚肉の香味焼きは豚肉に、すりおろした玉ねぎやにんにくなどの香味野菜で下味をつけます。少々お酢を加えるのがおいしさのポイント
です。

21 水

22 木

23 金

ミネストローネは、主にトマトを使ったイタリアの野菜スープです。イタリアでは、決まったレシピはなく、使う野菜も季節や地方によって
様々で、田舎の家庭料理という感じです。今回は、ベーコンや野菜に加え、白いんげん豆や押麦も入れます。押麦はスープに入れるこ
とで、ツルっとした食感になります。

6月２１日は夏至です。夏至は1年のうちで昼が最も長く、夜が最も短くなる日です。この夏至から数えて11日目を半夏至といいます。昔
は、田植えをするのは今よりもずっと遅く、夏至が過ぎてから半夏至までに終えるのが目安とされていました。そのため、夏至や半夏至
の日に、稲の健やかな成長を祈ってたこを食べる風習が残っているところがあります。田に植えた苗がたこの足のように大地にしっかり根
をはってほしいという願いから、たこを食べるのだそうです。そこで、この日はたこめしにしました。

26 月

27 火

今回は宮崎県の料理です。チキン南蛮は、揚げた鶏肉を南蛮酢とタルタルソースで味付けした料理で、宮崎県延岡市発祥とされていま
す。また、宮崎県は、干し大根生産量が日本第一位です。地形や温度が干し大根を作るのに適しているためです。そんな切り干し大根
を入れたみそ汁を提供します。

火20

あじさいゼリーはイチゴゼリーと寒天で作るあじさいの花に見立てたゼリーです。日出支援学校にもたくさんのあじさいの花が咲きます。
雨の多いこの時期ですが、あじさいの花をみて、季節を楽しんでみてはいかがでしょうか。

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

金

月19

ブリの中落ちを使用したブリハンバーグです。ごぼうや人参、たけのこなどの野菜も一緒にこねます。そしてバターとはちみつで作る甘
いソースをかけて食べます。

カレーぎょろっけはえそのすり身やひじき、玉ねぎ、コーン、しらす干しにカレー粉を加え、一つ一つ手作りでまるめます。みんなが大
好きなカレー味にし、食欲もそそる一品です。

エネル
ギー

日

16

曜

宮崎県の料理

丈夫な歯で、しっかりかむこっとは、健康な生活

をするためにとても大切です。食後には歯みがき

やうがいをして、むし歯を防ぎましょう！！

夏至献立


