
東京都立調布特別支援学校

ｴﾈﾙｷﾞｰ
たんぱく質ｇ

脂質ｇ

七分つきごはん 鶏肉のごま焼き 499

長ひじきのサラダ 23.2

みそ汁　小倉抹茶ゼリー 19.4

七分つきごはん 鮭のチーズ焼き 452

切干大根の煮物 23.7

みそ汁　美生柑 14.2
七分つきごはん 肉団子のコーン蒸し 466

ひじき和え 20.5

沢煮椀　いちご 15.8
チキンカレーライス グリーンサラダ 516

空豆の塩ゆで 20.0

みかんゼリー 14.5

ピースごはん かじきとじゃがいものごま揚げ 499

ゆかり和え 20.5

みそ汁　甘夏 18.1

ミルクパン ハンバーグ　粉ふき芋 493

フレンチサラダ 25.6

コーンチャウダー 18.9
七分つきごはん 酢豚 501

もやしとわかめの中華和え 22.1

卵スープ 11.6
七分つきごはん 生揚げのそぼろあんかけ 513

かぶとツナのサラダ 24.8

みそ汁 20.6
七分つきごはん ししゃもの南蛮漬け 486

ゴマ味噌和え 19.8

呉汁　デコポン 17.2

ぶどうパン 洋風卵焼き　じゃがバター 445

キャベツスープ 21.2

キャロットゼリー 17.9
七分つきごはん カレイのから揚げ 439

昆布サラダ 20.3
若竹汁　甘夏 13.8

ツナピラフ ジャコと大根のサラダ 452

いんげん豆のスープ 19.2

カスタードプリン 14.1
七分つきごはん かじきの味噌マヨネーズ焼き 493

昆布の炒め煮 23.0

みそ汁 20.9

カレーうどん 7品目サラダ 477

メロン 20.7

18.1
七分つきごはん 山賊焼き（長野風唐揚げ） 499

野沢菜の炒め物 22.2

きのこのみそ汁　りんごゼリー 17.3

卵と焼き豚の ナムル 423
チャーハン 春雨スープ 17.2

メロン 13.5
七分つきごはん いかのかりんと揚げ 511

海苔酢和え 23.0

具沢山みそ汁　黒胡麻豆乳寒天 16.5
七分つきごはん 豚肉のアップルソース焼き 480

ツナ豆サラダ 21.9

みそ汁　さくらんぼ 18.4
あんかけ焼きそば 香味和え 473

大学芋 19.1

15.8

※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。

18
水

牛乳,鶏肉,鶏卵,ピザ
チーズ,粉寒天

ぶどうパン,油,じゃが
いも,バター,砂糖

玉葱,にんじん,ほうれ
ん草,パセリ,セロリー,
小松菜,キャベツ,みか
んジュース

23
月

牛乳,メカジキ,味噌,す
き昆布,豚肉,油揚げ

米,砂糖,卵不使用マヨ
ネーズ,油,こんにゃく,
じゃがいも

赤ピーマン,にんにく,
椎茸,さやいんげん,に
んじん,にら

にんにく,玉葱,にんじ
ん,ﾏｯｼｭﾙｰﾑ,ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ,
だいこん,ｱｽﾊﾟﾗ,きゅう
り,ｷｬﾍﾞﾂ

19
木

牛乳,かれい,塩昆布,わ
かめ

米,澱粉,米粉パウダー,
油,ごま,砂糖

にんにく,生姜,キャベ
ツ,きゅうり,にんじん,
小松菜,たけのこ,長葱,
甘夏

20
金

牛乳,あさり,ツナ,ちり
めんじゃこ,いんげん
豆,鶏卵

米,バター,砂糖,油,カラ
メルタブレット

11
水

生姜,ほうれん草,キャ
ベツ,もやし,だいこん,
にんじん,ごぼう,長葱

24
火

牛乳,豚肉,油揚げ,青大
豆,ツナ,おかか,切り昆
布

冷凍うどん,澱粉,油,砂
糖

玉葱,長葱,にんじん,椎
茸,しめじ,ほうれん草,
キャベツ,小松菜,コー
ン,メロン

17
火

牛乳,ししゃも,味噌,大
豆

米,澱粉,米粉パウダー,
油,砂糖,ごま,じゃがい
も,こんにゃく

玉葱,にんじん,ﾋﾟｰﾏﾝ,
ｷｬﾍﾞﾂ,もやし,きゅうり,
だいこん,ごぼう,小松
菜,ﾃﾞｺﾎﾟﾝ

12
木

牛乳,豚肉,豆腐,鶏肉,生
クリーム

ミルクパン,油,澱粉,
じゃがいも,砂糖,バ
ター,米粉パウダー

玉葱,キャベツ,きゅう
り,アスパラ,りんご,に
んじん,しめじ,コーン,
パセリ

13
金

豚肉,わかめ,ツナ,豆腐,
鶏卵,ジョア

米,澱粉,じゃがいも,油,
砂糖

生姜,玉葱,にんじん,た
けのこ,椎茸,赤ピーマ
ン,ピーマン,もやし,
きゅうり,小松菜,長葱

16
月

25
水

牛乳,鶏肉,豚肉,味噌,粉
寒天

米,澱粉,米粉パウダー,
油,砂糖

生姜,長葱,筍,人参,野沢
菜漬,大根,椎茸,しめじ,
舞茸,えのき,小松菜,り
んごｼﾞｭｰｽ,りんご缶

※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。御了承ください。

30
月

牛乳,豚肉,ひよこまめ,
ツナ,豆腐,味噌,わかめ

米,砂糖,じゃがいも,油 りんご,キャベツ,にん
じん,アスパラ,玉葱,え
のき,長葱,さくらんぼ

31
火

牛乳,豚肉,なると,ほた
て貝柱

中華麺,油,澱粉,砂糖,さ
つまいも,水あめ,ごま

生姜,玉葱,にんじん,た
けのこ,はくさい,椎茸,
木耳,グリンピース,も
やし,きゅうり

26
木

牛乳,焼き豚,鶏卵 米,油,砂糖,ごま,春雨 にんにく,生姜,長葱,玉
葱,ピーマン,もやし,に
んじん,ほうれん草,木
耳,青梗菜,メロン

27
金

牛乳,いか,刻み海苔,豚
肉,味噌,粉寒天,豆乳

米,澱粉,油,砂糖,じゃが
いも,ごま

牛乳,生揚げ,鶏肉,味噌,
ツナ,わかめ

ジ
ョ

ア

米,砂糖,澱粉,油 生姜,青梗菜,かぶ,きゅ
うり,かぶ葉,にんじん,
南瓜,玉葱

牛乳,メカジキ,味噌,豆
腐

米,澱粉,油,じゃがいも,
砂糖,ごま

グリンピース,生姜,
キャベツ,水菜,にんじ
ん,しめじ,さやえんど
う,長葱,甘夏

令和４年５月献立表

米,油,白滝,砂糖 玉葱,ﾋﾟｰﾏﾝ,えのき,切干
大根,にんじん,椎茸,い
んげん,小松菜,ｷｬﾍﾞﾂ,長
葱,美生柑

牛乳,鶏肉,ヨーグルト,
粉寒天

米,米粒麦,油,バター,米
粉パウダー,じゃがい
も,砂糖

玉葱,にんじん,りんご,ﾄ
ﾏﾄ缶,ｷｬﾍﾞﾂ,ﾋﾟｰﾏﾝ,きゅ
うり,ｱｽﾊﾟﾗ,空豆,みかん
ｼﾞｭｰｽ,みかん缶

緑の仲間
体の調子を整える

みどりの日

こどもの日

４
水

５
木

10
火

メモ

9
月

牛乳,豚肉,豆腐,ひじき,
油揚げ

米,澱粉,砂糖 生姜,長葱,ｺｰﾝ,ほうれん
草,ｷｬﾍﾞﾂ,きゅうり,ごぼ
う,大根,にんじん,しめ
じ,小松菜,いちご

２
月

牛乳,鶏肉,長ひじき,ダ
イスチーズ,油揚げ,味
噌,わかめ,粉寒天,生ク
リーム,あずき

米,砂糖,ごま,油,卵不使
用マヨネーズ

にんにく,にんじん,
キャベツ,きゅうり,も
やし,小松菜

３
火

憲法記念日

６
金

牛乳,鮭,ピザチーズ,油
揚げ,味噌

日 献立名
赤の仲間

血や肉になる
黄の仲間

熱や力の元になる

郷土料理の日

「長野県」

☆２（月）

八十八夜

この日に摘んだお

茶を飲むと長生きす

る、と言われます。

抹茶を使ったデザー

トを作ります。

☆旬の果物☆彡

美生柑・甘夏

メロン

給食では、国産の

旬の果物を出すよう

にしています。5月は

柑橘類からメロンへ

代わる時期です。

☆絵本コラボ給食☆
今年度新たな試みと

して、学期ごとの「読

書旬間」（読書週間）

にあわせ、「絵本コラ

ボ給食」を実施します。

絵本の魅力と食べ物

のおいしさ、両方を味

わってもらえたらうれ

しいです。

今月の絵本は4冊！

①「そらまめくん

のベッド」
10日(火)と11日

(水)の2日間は、空

豆・グリンピース・さ

やえんどうが登場しま

す。

②「ハンバーグ

ハンバーグ」
迫力のある絵でハン

バーグのおいしさが伝

わってくる絵本です。

負けないくらい美味し

いハンバーグを作りま

す！

③「きょうのおべ

んとうなんだろ

な」
くま、ぶた、ぞう、

うさぎ、ねこ、男の

子・・・。それぞれが

大好きなものをお弁当

にしています。18日

（水）の給食は、誰の

好きなものでしょう？

お楽しみに！

④「ふしぎなたけ

のこ」
19日（木）は、絵

本に出てくる「たろ」

という男の子の誕生日

祝いの食事を、給食に

します。

☆25（水）

郷土料理の日

今月は長野県です。

詳しくは裏面で。

絵本コラボ

絵本コラボ

絵本コラボ

絵本コラボ

絵本コラボ


