
ごはん こめ

ビーフンスープ かまぼこ ビーフン
ほししいたけ,たまねぎ,にんじん,
えのきたけ,しめじ,キャベツ,ねぎ

小麦,牛肉,大豆,鶏肉,豚
肉,ゼラチン

チャプチェ ぎゅうにく
あぶら,さとう,はるさ
め,ごまあぶら,ごま

しょうが,にんにく,にんじん,
ほししいたけ,たけのこ

小麦,牛肉,大豆,ごま

牛乳 ぎゅうにゅう 乳

ごはん こめ

かきたま
コーンスープ

チキンハム,とうふ,
たまご

じゃがいも,でんぷん
にんじん,えのきたけ,コーン,
チンゲンサイ

小麦,卵,牛肉,大豆,鶏
肉,豚肉,ゼラチン

ホイコーロー ぶたにく,みそ
あぶら,さとう,
でんぷん,ごまあぶら

しょうが,にんにく,たまねぎ,
たけのこ,キャベツ,ピーマン,
あかピーマン

小麦,大豆,豚肉,ごま

牛乳 ぎゅうにゅう 乳

ごはん こめ

じゃがいもの
そぼろに

とりにく
あぶら,じゃがいも,
さとう,でんぷん

しょうが,たまねぎ,にんじん,
きぬさやえんどう

小麦,大豆,鶏肉

さけの
かぼすみそやき

サケ,みそ
ﾏﾖﾈｰｽﾞふうﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ,
さとう

たまねぎ,えのきたけ,
かぼすかじゅう

小麦,さけ,大豆

牛乳 ぎゅうにゅう 乳

ごはん こめ

すましじる わかめ,とうふ
たけのこ,にんじん,えのきたけ,
こまつな,ねぎ

小麦,大豆

いわしのたつたあげ いわし あぶら,こむぎこ,さとう 小麦,大豆

ぶんごみそ
ぎゅうにく,ぶたにく,
だいず,ちりめん,みそ

あぶら,さとう ごぼう,ほししいたけ,にら 牛肉,大豆,豚肉

牛乳 ぎゅうにゅう 乳

チャーハン やきぶた,たまご こめ,むぎ,あぶら たまねぎ,にんじん,たけのこ,ねぎ 小麦,卵,牛肉,大豆,豚肉

ハムとこまつな
のスープ

チキンハム じゃがいも
だいこん,にんじん,えのきたけ,
こまつな

小麦,牛肉,大豆,鶏肉

スパゲティサラダ ツナ
スパゲティ,
ﾏﾖﾈｰｽﾞふうﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ

キャベツ,きゅうり 小麦,大豆

びわゼリー びわゼリー りんご

牛乳 ぎゅうにゅう 乳

ごはん こめ

とりにくとじゃが
いものうまに

とりにく,あつあげ
あぶら,じゃがいも,
さとう

たまねぎ,にんじん,こんにゃく,
きぬさやえんどう

小麦,大豆,鶏肉

ほうれんそうの
こうみあえ

かつおぶし さとう,ごま,ごまあぶら ほうれんそう,もやし 小麦,大豆,ごま

牛乳 ぎゅうにゅう 乳

むぎごはん こめ,むぎ

マーボーどうふ ぶたにく,みそ,とうふ
あぶら,さとう,
でんぷん,ごまあぶら

しょうが,にんにく,たまねぎ,
にんじん,にら

小麦,大豆,鶏肉,豚肉,ご
ま

ぎすけに だいず,いりこ さとう,アーモンド,ごま 小麦,大豆,ごま

牛乳 ぎゅうにゅう 乳

ごはん こめ

とうにゅうみそしる
あぶらあげ,わかめ,み
そ,とうにゅう,とうふ

じゃがいも にんじん,えのきたけ,ねぎ 大豆

ほねごとたべる
カレイのあんかけ

かれい あぶら,さとう,でんぷん
にんじん,もやし,ピーマン,
かぼすかじゅう

小麦,大豆

牛乳 ぎゅうにゅう 乳

ごはん こめ

ぎゅうにくと
こんさいのみそに

ぎゅうにく,だいず,
あつあげ,みそ

あぶら,じゃがいも,
さとう

ごぼう,にんじん,こんにゃく,
ほししいたけ,いんげん

小麦,牛肉,大豆

きりぼしだいこん
のツナごまいため

ツナ
あぶら,さとう,ごま,
ごまあぶら

きりぼしだいこん,こまつな 小麦,大豆,ごま

牛乳 ぎゅうにゅう 乳

コッペパン コッペパン 小麦,乳,大豆

とりにくとやさい
のクリームに

とりにく,とうにゅう,
ぎゅうにゅう,チーズ

あぶら,じゃがいも,
こめこ

たまねぎ,にんじん,しめじ,
えだまめ

乳,牛肉,大豆,鶏肉

トマトミート
オムレツ

たまご,とりにく 油 トマト,たまねぎ
小麦,卵,大豆,鶏肉,豚
肉,ゼラチン

いちごジャム いちごジャム

牛乳 ぎゅうにゅう 乳

３０年度 ６月 こんだてひょう 九重町学校給食センター

日 献立名
あかの食品 きいろの食品 みどりの食品

アレルゲン

7
木

給食センターで作る
チャーハンは、炊きあ
がった白ごはんに 釜で
作った具を混ぜこみま
す。約８７０人分で６６
キログラムできあがりま
す。

〈6月のテーマ〉
じょうぶな
はを作ろう体を作る ｴﾈﾙｷﾞｰになる 体の調子を整える

1
金

ビーフンはお米から作ら
れます。元気に運動する
ためのエネルギーをくれ
る食べ物です。

4
月

5
火

6
水

〈カミカミメニュー〉
カリッとあげたいわし
を、よくかんで味わいま
しょう。豊後みそは、大
分県産の材料で作る「肉
みそ」です。肉、しいた
け、みそは九重産です。

8
金

香味あえは、かつおぶし
やごま油の風味で、塩分
少なめでもおいしく食べ
られます。

11
月

〈カミカミメニュー〉
ぎすけ煮は、子どもたち
に 大豆やいりこをすすん
で食べてもらおうと考え
られた料理です。

12
火

〈カミカミメニュー〉
カレイは骨ごと食べられ
るよう調理しています。
よくかむと だえきがたく
さん出て、むし歯をふせ
ぎます。

13
水

〈カミカミメニュー〉
「こんさい」は根っこの
野菜。大きめに切ること
で、かむ回数が増えま
す。

14
木

食事の前に手を洗ってい
ますか？水でぬらすだけ
ではきれいになりませ
ん。せっけんを泡立てて
洗いましょう。

□手伝いをしている？ 

□おはしの持ち方は？ 

□茶わんを持って 

 食べている？ 

□ながら食べをして 

 いない？ 

  

など、家庭で 

ふりかえって 

みましょう 

６月は 

食育月間です 



日 献立名
あかの食品 きいろの食品 みどりの食品

アレルゲン
〈6月のテーマ〉

じょうぶな
はを作ろう体を作る ｴﾈﾙｷﾞｰになる 体の調子を整える

ごはん こめ

ミートボールの
ケチャップに

ミートボール あぶら,さとう,でんぷん
たまねぎ,にんじん,たけのこ,
きくらげ,コーン,しめじ,
ブロッコリー

小麦,大豆,鶏肉,豚肉

もやしのソテー ベーコン,しらすぼし あぶら もやし,こまつな 小麦,大豆,豚肉

アセロラゼリー アセロラゼリー りんご

牛乳 ぎゅうにゅう 乳

ごはん こめ

ほうれんそうスープ おさかなパスタ
だいこん,にんじん,コーン,
ほうれんそう

小麦,牛肉,大豆,鶏肉

きんぴらに
ぶたにく,ちくわ,
あぶらあげ

あぶら,さとう,ごま
ごぼう,たまねぎ,にんじん,
こんにゃく,えだまめ

小麦,大豆,豚肉,ごま

チーズ チーズ 乳

牛乳 ぎゅうにゅう 乳

とりめし とりにく こめ,むぎ,あぶら,さとう ごぼう,ほししいたけ,にんじん 小麦,大豆,鶏肉

みそしる
あぶらあげ,わかめ,
みそ,とうふ

じゃがいも にんじん,たまねぎ,ねぎ 大豆

ニベフライ ニベ あぶら,パンこ,こむぎこ 小麦,大豆

タルタルソース タルタルふうソース 大豆,りんご

牛乳 ぎゅうにゅう 乳

ごはん こめ

タイピーエン ぶたにく,うずらたまご はるさめ,ごまあぶら
たけのこ,きくらげ,にんじん,
キャベツ,もやし,チンゲンサイ

小麦,卵,牛肉,大豆,鶏
肉,豚肉,ゼラチン,ごま

コーンシューマイ さかなのすりみ シューマイのかわ とうもろこし,たまねぎ 小麦,大豆,豚肉

いとこんソテー チキンハム あぶら,さとう
しょうが,こんにゃく,
あかピーマン,こまつな

小麦,大豆,鶏肉

牛乳 ぎゅうにゅう 乳

むぎごはん こめ,むぎ

つみれじる とうふ,じゃこボール じゃがいも
たまねぎ,にんじん,えのきたけ,
こまつな

小麦,大豆,豚肉

キムチどん ぶたにく
あぶら,さとう,でんぷ
ん,ごま,ごまあぶら

しょうが,にんにく,もやし
はくさいキムチ,キャベツ,にら

小麦,大豆,豚肉,りんご,
ごま

牛乳 ぎゅうにゅう 乳

ごはん こめ

とりにくの
ごまみそに

とりにく,あつあげ,
みそ

あぶら,じゃがいも,
さとう,ごま

たまねぎ,にんじん,こんにゃく,
たけのこ,きぬさやえんどう

小麦,大豆,鶏肉,ごま

きりぼしと
ひじきのにもの

ツナ,だいず,
あぶらあげ,ひじき

あぶら,さとう
きりぼしだいこん,にんじん,
いんげん

小麦,大豆

牛乳 ぎゅうにゅう 乳

ごはん こめ

にくだんごの
わふうあんがらめ

にくだんご,かまぼこ
あぶら,さとう,
じゃがいも,でんぷん

たまねぎ,にんじん,ほししいたけ,
しょうが,こまつな

小麦,大豆,鶏肉

わかめのソテー わかめ,ツナ
あぶら,さとう,
ごまあぶら,ごま

コーン,キャベツ 小麦,大豆,ごま

むらさきいもﾁｯﾌﾟｽ むらさきいもチップス

牛乳 ぎゅうにゅう 乳

むぎごはん こめ,むぎ

カレー ぎゅうにく あぶら,じゃがいも
にんにく,たまねぎ,にんじん,
いんげん

小麦,牛肉,大豆,鶏肉,豚
肉

フルーツポンチ
りんごゼリー,
みかんゼリー

みかん,もも,りんご,
レモンかじゅう

もも,りんご

牛乳 ぎゅうにゅう 乳

ごはん こめ

ポトフ ポークウィンナー じゃがいも にんじん,キャベツ,ブロッコリー 牛肉,大豆,鶏肉,豚肉

うめしそチキンカツ とりにく あぶら,パンこ,こむぎこ たまねぎ,しそ,しょうが,うめぼし 小麦,大豆,鶏肉

牛乳 ぎゅうにゅう 乳

ごはん こめ

みそしる
あぶらあげ,わかめ,
みそ,とうふ

じゃがいも にんじん,たまねぎ,ねぎ 大豆

サバの
うめじょうゆやき

さば さとう うめぼし 小麦,さば,大豆

きりこんぶのにもの
ちりめん,こんぶ,ちく
わ

あぶら,さとう,
ごまあぶら,ごま

にんじん 小麦,大豆,ごま

牛乳 ぎゅうにゅう 乳

ごはん こめ

チキンの
トマトにこみ

とりにく,だいず
あぶら,じゃがいも,
こめこ,オリーブオイル

たまねぎ,にんじん,トマト,
えだまめ

牛肉,大豆,鶏肉

ゆでやさいの
ごまドレ

しらすぼし ごまドレッシング,ごま ブロッコリー,カリフラワー,コーン 小麦,大豆,ごま

よくかむふりかけ わかめ,ひじき,かつおぶし こめ

牛乳 ぎゅうにゅう 乳

15
金

これさえ食べればOKとい
う食べ物はありません。
いろんな物を組み合わせ
て食べると元気に大きく
なれます。

18
月

〈カミカミメニュー〉
きんぴらはカミカミメ
ニューの代表的なもので
すね。デザートはワール
ドカップにちなんだチー
ズです。

19
火

〈食育の日〉
とりめしは大分の郷土料
理です。フライは、大分
県でとれた「ニベ」とい
う魚です。

20
水

シューマイは魚のすりみ
とコーンで作っていま
す。肉にかたよらず魚を
すすんで食べてほしいと
思います。

どんぶり物を流しこんで
食べていませんか？
胃での消化を助ける
ために、ちゃんと
かんで飲みこみ
ましょう。

21
木

22
金

〈カミカミメニュー〉
切干大根やひじきは
食物せんいが
多く、ひまんを
ふせいで
くれます。

25
月

〈カミカミメニュー〉
家でどんなおやつを食べ
ていますか？ナッツ、せ
んべい、かりんとうな
ど、歯ごたえのあるもの
を選んでみませんか。

26
火

朝のくだものは金、昼の
くだものは銀と言われま
す。朝ごはんのデザート
にくだものが
食べられると
いいですね。

27
水

うめぼし、青じそが入っ
たチキンカツ。すっぱい
味は、つかれをとって食
欲をアップさせてくれま
す。

28
木

〈カミカミメニュー〉
ちりめんが入ったこんぶ
の煮物は、ごはんのおと
もにぴったりです。よく
かむと、さらにおいしさ
が味わえます。

〈カミカミメニュー〉
よくかむと顔まわりの血
のめぐりがよくなりま
す。すると脳に栄養がと
どくので、しっかり勉強
できます。

29
金



 




