
東京都立調布特別支援学校

御入学・御進級おめでとうございます。

今年度も、安全・安心でおいしい給食づくりに努めます。どうぞよろしくお願いいたします。
ｴﾈﾙｷﾞｰ

たんぱく質ｇ

脂質ｇ

七分つきごはん 鮭の利久焼き 483

のり酢あえ 23.4

豚汁　フルーツポンチ 11.9

七分つきごはん 鶏肉の竜田揚げ 465

おひたし 21.4

みそ汁　デコポン 16.9

チキンピラフ しゃきしゃきポテトサラダ 413

きのこのスープ 15.7

カルピスゼリー 11.0

七分つきごはん 豚肉の葱味噌焼き 486

肉じゃが 24.9

みそ汁　清見オレンジ 15.2

たけのこごはん 揚げ出し豆腐 506

肉野菜炒め 21.4

すまし汁　りんごゼリー 19.1

七分つきごはん かれいの煮つけ 440

昆布サラダ 24.5

鶏団子汁　清見オレンジ 11.5
シナモントースト ポークビーンズ 483

コールスローサラダ 19.7

美生柑 21.6

七分つきごはん 五目卵焼き 462

春野菜の煮物 20.6

みそ汁　りんご 14.7

七分つきごはん ししゃもの唐揚げ 496

ツナサラダ 19.7

利休汁　デコポン 19.8

七分つきごはん 麻婆豆腐 498

ごまドレサラダ 23.6

中華コーン卵スープ 16.7

七分つきごはん かじきの薬味ソースかけ 496

海藻サラダ 21.2

けんちん汁　美生柑 17.6

七分つきごはん 鶏肉の生姜焼き 479

鉄骨サラダ 25.9

担々汁　甘夏 16.7

七分つきごはん 明日葉のかき揚げ 490

のりの ウド入り五目金平 15.6
佃煮 小松菜のみそ汁 18.4

味噌ラーメン 胡瓜のピリ辛漬け 459

杏仁豆腐 19.6

12.9

※栄養価は、小学部低学年の数値です。小学部高学年は1.3倍、中学部は1.5倍が目安となっています。

にんにく,生姜,長葱,玉
葱,アスパラ,きゅうり,
コーン,大根,にんじん,
ごぼう,美生柑

27
水

25
月

生姜,だいこん,小松菜,
にんじん,にんにく,長
葱,玉葱,にら,甘夏

26
火

玉葱,にんじん,明日葉,
うど,れんこん,だいこ
ん,小松菜

29
金

21
木

牛乳,ししゃも,ツナ,油
揚げ,味噌

米,澱粉,油,じゃがいも,
ごま

牛乳,メカジキ,海藻
ミックス,豆腐

米,澱粉,米粉パウダー,
油,ごま,砂糖,さといも

牛乳,鶏肉,長ひじき,し
らす,サラダチーズ,豚
肉,味噌,豆腐,豆乳

米,砂糖,ごま,油

米,砂糖,米粉パウダー,
卵不使用マヨネーズ,
油,こんにゃく,ごま

昭和の日

牛乳,海苔,ほたて貝柱,
かまぼこ,わかめ,味噌

メモ

筍,大根,こねぎ,生姜,長
葱,もやし,にんじん,ｷｬ
ﾍﾞﾂ,ﾋﾟｰﾏﾝ,しめじ,小松
菜,りんごｼﾞｭｰｽ

牛乳,鶏肉,油揚げ,味噌 米,澱粉,米粉パウダー,
油

にんにく,生姜,小松菜,
えのき,もやし,かぶ,か
ぶ葉,長葱,デコポン

牛乳,豚肉,味噌 米,砂糖,油,じゃがいも,
こんにゃく

キャベツ,コーン,きゅ
うり,アスパラ,玉葱,椎
茸,大根,にんじん,長葱,
小松菜,デコポン

緑の仲間
体の調子を整える

牛乳,豚肉,なると,味噌,
粉寒天

にんにく,生姜,人参,も
やし,ｺｰﾝ,長葱,ほうれん
草,きゅうり,かぶ,りん
ご缶,みかん缶,ﾊﾟｲﾝ缶

にんにく,生姜,玉葱,に
んじん,トマト缶,キャ
ベツ,きゅうり,コーン,
美生柑

14
木

28
木

20
水

19
火

令和４年４月献立表

日 献立名
赤の仲間

血や肉になる

11
月

黄の仲間
熱や力の元になる

22
金

18
月

米,ごま,澱粉,米粉パウ
ダー,油,砂糖

13
水

牛乳,鶏肉,粉寒天,カル
ピス

米,バター,油,じゃがい
も,砂糖

牛乳,かれい,塩昆布,鶏
肉,豆腐,味噌

米,砂糖,ごま,油,澱粉

米,砂糖,ごま,油,じゃが
いも,こんにゃく

牛乳,鮭,刻み海苔,豚肉,
豆腐,味噌

15
金

牛乳,豚肉,ひじき,鶏卵,
昆布,味噌

※食材の入荷等の都合により、献立・材料を変更することがあります。ご了承ください。

ｷｬﾍﾞﾂ,ほうれん草,もや
し,だいこん,にんじん,
ごぼう,長葱,りんご缶,
みかん缶,パイン缶

牛乳,豆腐,豚肉,味噌,鶏
卵

米,油,砂糖,澱粉,ごま

生姜,長葱,ｷｬﾍﾞﾂ,きゅう
り,にんじん,ｱｽﾊﾟﾗ,小松
菜,大根,ごぼう,しいた
け,清見ｵﾚﾝｼﾞ

牛乳,豚肉,大豆,金時豆,
いんげんまめ,生クリー
ム

食パン,バター,はちみ
つ,砂糖,油,じゃがいも,
卵不使用マヨネーズ

にんにく,生姜,玉葱,筍,
椎茸,長葱,にら,小松菜,
ｷｬﾍﾞﾂ,もやし,にんじん,
ｺｰﾝ,青梗菜

長葱,にんにく,生姜,玉
葱,にんじん,いんげん,
小松菜,キャベツ,えの
きたけ,清見オレンジ

玉葱,ﾏｯｼｭﾙｰﾑ,にんじん,
ﾋﾟｰﾏﾝ,ｺｰﾝ,ｷｬﾍﾞﾂ,きゅう
り,しめじ,えのき,ｴﾘﾝ
ｷﾞ,小松菜,いちご

米,油,砂糖,こんにゃく,
じゃがいも

玉葱,にんじん,こねぎ,
たけのこ,ふき,絹さや,
しめじ,小松菜,りんご

牛乳,油揚げ,豆腐,豚肉,
なると,粉寒天

中華麺,油,砂糖

12
火

☆27（水）

郷土料理の日

今月は東京都の料理

です。詳しくは裏面で。

郷土料理の日

「東京都」

☆２０（水）

春野菜の煮物

たけのこやふき、

絹さやなどの春野菜

たっぷりの煮物です。

この季節ならではの

味を知ってもらえる

と嬉しいです。

☆26（火）

鉄骨サラダ

小松菜・長ひじ

き・しらす・チーズ

など、鉄分とカルシ

ウムたっぷりの材料

で作るサラダです。

☆旬の果物☆彡

清見オレンジ

デコポン・美生柑

給食では、国産の

旬の果物を出すよう

にしています。今月

は、色々な柑橘類が

登場します。なお、

給食で使用している

果物の缶詰は、どれ

も国産品です。

☆1５（金）

たけのこごはん

春の味覚のひとつ、

たけのこを炊き込みま

す。

給食の献立は、「学

校給食摂取基準」に基

づき、栄養士が作成し

ています。本校では7名

の調理員が、「学校給

食衛生管理基準」に

沿って衛生管理を行い、

調理しています。

調理員は健康チェッ

クをし、身だしなみ

を整えています。

野菜・果物は

流水で３回

以上洗い

ます。

※食材に異物混入がない

かもチェックします。

生で食べる果物を除き、

サラダの

きゅうり等も

すべて加熱

します。

調理後２時間以内

に喫食できるよう、

時間を考えて

調理します。

※加熱した食品は、中心温

度を測定・記録します。


