
　　　　　　　　　　　

セルフホットドッグ（せわりパン ぎゅうにゅう パン ケチャップ　ウスターソース
あらびきポークウインナー ボイルキャベツ） あらびきポークウインナー さとう キャベツ しお 緑黄色野菜

もずくスープ もずく　ベーコン　とりにく たまねぎ　にんじん　えのきたけ　ねぎ チキンスープ　しょうゆ　うすくちしょうゆ　しお　こしょう いも類

ももゼリー ももゼリー ６４７，２３.３

ごはん ぎゅうにゅう　 ごはん きのこ類

にくじゃが ぶたにく　なまあげ じゃがいも　こんにゃく　さとう にんじん　たまねぎ　さやいんげん さけ　しょうゆ 果物

ささみとひじきのさっぱりあえ ひじき　とりささみ さとう きゅうり　にんじん しょうゆ　す　 ６２６，２２.１

パン　ぶどう ぎゅうにゅう パン ぶどう

くじらのたつたあげ くじらのたつたあげ あぶら 緑黄色野菜

ミネストローネ ベーコン じゃがいも　シェルマカロニ にんじん　たまねぎ　キャベツ　セロリー コンソメ　しお　こしょう 海藻類

あぶら トマト　にんにく ケチャップ ６１２，２８.１

ごはん ぎゅうにゅう ごはん

キムチスープ ぶたにく　とうふ マロニー キャベツ　はくさいキムチ　にんじん さけ　こんぶだし たまご

むぎみそ　あかみそ えのきたけ　たまねぎ　にら 乳・乳製品

ナムル ごま　さとう　ごまあぶら こまつな　もやし　にんじん しょうゆ　す　 ６０１，２１.３

ハヤシライス ぎゅうにゅう ごはん にんにく　グリンピース　トマト しお　こしょう　あかワイン　デミグラスソース 魚介類

（ごはん　ハヤシシチュー） ぎゅうにく あぶら　さとう たまねぎ　にんじん　マッシュルーム トマトピューレ　ケチャップ　ハヤシルウ 種実類

コールスローサラダ だいず コールスロードレッシング キャベツ　きゅうり　にんじん ６７０，２０.６

パン ぎゅうにゅう パン

とりにくとレバーのカレーふうみ とりにく　とりレバーたつたあげ でんぷん　あぶら　さとう しょうが さけ　みりん　しょうゆ　カレーこ 果物

ビーフンスープ ぶたにく ビーフン たまねぎ　にんじん　もやし　ほししいたけ チキンスープ　しょうゆ　 野菜類

こまつな うすくちしょうゆ　しお　こしょう ６３５，２８.５

ごはん ぎゅうにゅう ごはん

さんまのかんろに さんまのかんろに 肉類

とうがんのばいにくあえ しらすぼし　かつおぶし とうがん　きゅうり　ねりうめ 種実類

なつやさいのみそしる とうふ　あぶらあげ　むぎみそ かぼちゃ　なす　たまねぎ　にんじん　おくら にぼしだし ６３４，２４.３

パン ぎゅうにゅう パン

ポークビーンズ だいず　ぶたにく　しろはなまめ じゃがいも　さとう たまねぎ　にんじん　パセリ ケチャップ　トマトピューレ 魚介類
ウスターソース　コンソメ　しょうゆ 果物

ほうれんそうのソテー チキンハム あぶら ほうれんそう　キャベツ　もやし しお　こしょう　しょうゆ ５９５，２５.８

とりめし ぎゅうにゅう　とりにく ごはん　さとう にんにく　ごぼう　にんじん しょうゆ　うすくちしょうゆ　みりん いも類

あつやきたまご あつやきたまご 緑黄色野菜

うおそうめんじる とうふ　あぶらあげ　うおそうめん たまねぎ　にんじん　えのきたけ　ねぎ こんぶだし　かつおだし　しょうゆ　うすくちしょうゆ　しお ６０５，２５.４

ごはん ぎゅうにゅう ごはん

なすのマーボーどうふ ぶたにく　とうふ さとう　ごまあぶら　でんぷん にんじん　なす　ほししいたけ　にら しょうゆ　さけ　トウバンジャン 海藻類

あかみそ しょうが　にんにく　たまねぎ たまご

こまつなのちゅうかあえ ツナ ごま　ごまあぶら　さとう こまつな　もやし　にんじん す　うすくちしょうゆ ６２０，２５.０

パン　なし ぎゅうにゅう パン なし

たらのクリームに たら　しろはなまめ じゃがいも　あぶら たまねぎ　にんじん　マッシュルーム しろワイン　チキンスープ 肉類

ぎゅうにゅう こまつな シチュールウ　こしょう きのこ類

ごまじゃこサラダ ツナ　しらすぼし ごま　さとう　ごまあぶら キャベツ　セロリー　たまねぎ しょうゆ　す　 ６０８，２５.３

ごはん ぎゅうにゅう ごはん

いわしのうめに いわしのうめに 野菜類

ひじきのいために ひじき　さつまあげ　だいず あぶら　さとう にんじん　さやいんげん しょうゆ 果物

モロヘイヤのみそしる とりにく　なまあげ　むぎみそ じゃがいも モロヘイヤ　たまねぎ　もやし　ねぎ にぼしだし ６４９，２４.９

こくとうパン ぎゅうにゅう パン　くろざとう

にくだんごとやさいのスープに ベーコン　ミートボール じゃがいも キャベツ　たまねぎ　にんじん　しめじ チキンスープ　コンソメ 魚介類

さやいんげん うすくちしょうゆ　しお　こしょう 小魚類

こまつなともやしのソテー チキンハム あぶら こまつな　もやし　とうもろこし しょうゆ　しお　こしょう ５９４，２２.２

ごはん　おつきみゼリー ぎゅうにゅう ごはん　おつきみゼリー

さばのみそに さばのみそに 種実類

しおこんぶあえ しおこんぶ キャベツ　こまつな しょうゆ 野菜類

けんちんじる とうふ　あぶらあげ こんにゃく　さといも にんじん　だいこん　ほししいたけ　ねぎ こんぶだし　かつおだし　しょうゆ　さけ　しお ６４７，２２.７

セルフコロッケバーガー（まるパン ぎゅうにゅう パン 豆・豆製品
れんこんコロッケ　ボイルキャベツ） あぶら れんこんコロッケ　キャベツ　しお 魚介類

かきたまスープ ベーコン　とうふ　たまご じゃがいも たまねぎ　にんじん　きくらげ　ねぎ チキンスープ　しょうゆ　しお　こしょう ６２２，２３.４

ナン　ミルメークいちご ぎゅうにゅう ナン　ミルメークいちご

ビーンズカレー とりにく　ひよこまめ じゃがいも　あぶら にんじん　たまねぎ　グリンピース　 カレールウ　ウスターソース　しょうゆ 海藻

トマト　にんにく　すりりんご カレーこ　しお　こしょう　ケチャップ　あかワイン 乳・乳製品

コーンのサラダ しらすぼし ごまあぶら　さとう とうもろこし　キャベツ　ほうれんそう しょうゆ　す　しお　こしょう ５８４，２４.４

スタミナどん ぎゅうにゅう ごはん　こんにゃく にんにく　しょうが　ほししいたけ　えのきたけ みりん　しお たまご

（ごはん　スタミナどんのぐ） ぶたにく　あかみそ あぶら　さとう　でんぷん にんじん　たまねぎ　ごぼう　にら さけ　しょうゆ　うすくちしょうゆ 果物

ほうれんそうのごまあえ ごま　さとう　 ほうれんそう　もやし　にんじん しょうゆ ６１０，２１.１

ごはん ぎゅうにゅう ごはん 小魚類

やさいのうまに とりにく　なまあげ　こんぶ こんにゃく　じゃがいも　あぶら　さとう たまねぎ　にんじん　さやいんげん しょうゆ　しお　さけ きのこ類

きりぼしだいこんのあまずあえ ごま　さとう きりぼしだいこん　きゅうり　にんじん す　うすくちしょうゆ ６１２，２０.６

とんこつラーメン ぎゅうにゅう　ぶたにく ちゅうかめん たまねぎ　にんじん　もやし　ねぎ パイタンスープ　しお　こしょう

うずらたまご　なると 緑黄色野菜

はるまき はるまき あぶら 豆・豆製品

グリーンサラダ あぶら　さとう ブロッコリー　きゅうり　キャベツ す　うすくちしょうゆ　しお　こしょう

アセロラゼリー アセロラゼリー ５８０，２０.６

まめツナそぼろどん ぎゅうにゅう ごはん 果物

（ごはん　まめツナそぼろ） とりにく　ツナ　だいず さとう えだまめ　にんじん　しょうが しょうゆ　さけ きのこ類

あいしょうじる ベーコン　とうふ　ぎゅうにゅう　しろみそ さつまいも たまねぎ　にんじん　ねぎ にぼしだし ６２０，２４.１
※都合により献立を変更する場合があります。
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よういを はやく じょうずに しよう！
今月の給食目標

お月見献立

地場産給食献立

大分県の料理


