
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 鮭の香味焼き 493

じゃが芋の金平　みそ汁 23.0

みかん入りミルクゼリー 17.1

チキンピラフ ポテトオムレツ 474

コロコロ野菜スープ 21.7

メロン 17.0
七分つきごはん 生揚げのバーベキューソースかけ 485

海藻サラダ 22.2

みそ汁 19.9

豚丼 ごまドレサラダ 454

みそ汁 19.5

サイダーゼリー 7.5

キーマカレーライス ポテトサラダ 439

野菜スープ 15.4

ミルクコーヒーゼリー 10.9
七分つきごはん ししゃもの南部揚げ（卵入） 492

ひじきの炒り煮 20.4

豚汁 20.4

セサミパン 鶏肉の照り焼き　青のりポテト 451

レモンドレッシングサラダ 23.1

ミネストローネスープ 19.5
七分つきごはん 蒸しかれいの野菜あんかけ 462

梅おかか和え 23.9

五目かきたま汁　あじさいゼリー 11.6
七分つきごはん 豚肉の生姜焼き 457

おかか浸し 22.7

利休汁　さくらんぼ 15.6
七分つきごはん つくね焼き 475

春雨の炒め物 23.1

みそ汁 14.0
長崎チャンポン 浦上そぼろ 426

メロン 21.5

14.1
七分つきごはん 竹輪の磯辺揚げ（卵入） 498

からし和え 17.5

みそ汁　みたらし団子 15.6

はりはり漬け 459

五目スープ 19.2

フルーツヨーグルト 16.0
七分つきごはん 鶏肉の梅焼き 478

切干大根のゴマ酢和え　みそ汁 22.9

黒蜜ときな粉の豆乳寒天 14.1
七分つきごはん 揚げじゃが芋のそぼろ煮 481

磯香あえ　みそ汁 18.1

さくらんぼ 15.4

ﾂﾅﾋﾟｻﾞﾄｰｽﾄ 南瓜とポテトのサラダ 440

ひよこ豆のスープ 20.3

小玉西瓜 19.7
七分つきごはん 花しゅうまい 472

中華ピクルス 19.3

ワンタンスープ　杏仁豆腐 12.3
七分つきごはん 鮭の七味焼き 448

青大豆サラダ 23.9

みそ汁　メロン 13.1
七分つきごはん かじきの薬味ソースかけ 475

おひたし　みそ汁 21.2

小玉西瓜 16.2

他人丼 昆布和え 505

すまし汁 24.2

フルーツみつ豆 15.9
ジャージャー麺 ごまあえ 473

枝豆 24.5

ワカメスープ 16.4
七分つきごはん いかの更紗揚げ 549

野菜のさっぱり和え 21.9

みそ汁　水無月 13.2

※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。

13
月

メモ

29
水

牛乳,豚肉,味噌,豆腐,生
わかめ

中華麺,油,砂糖,澱粉,ご
ま

にんにく,生姜,玉葱,に
んじん,たけのこ,椎茸,
きゅうり,ほうれん草,
もやし,枝豆

４
土

ジ
ョ

ア

ジョア,豚肉,味噌,生わ
かめ,粉寒天

米,油,白滝,砂糖,ごま,
じゃがいも

にんにく,生姜,椎茸,玉
葱,さやいんげん,青梗
菜,ｷｪﾍﾞﾂ,ｺｰﾝ,にんじん,
えのき,みかん缶

６
月

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

にんじん,だいこん,ご
ぼう,長葱８

水

９
木

牛乳,鶏肉,青のり,いん
げんまめ,豚肉

セサミパン,砂糖,澱粉,
じゃがいも,油

生姜,にんにく,大根,
きゅうり,ｷｬﾍﾞﾂ,黄ﾋﾟｰﾏ
ﾝ,ﾚﾓﾝ,ｾﾛﾘｰ,玉葱,にんじ
ん,かぶ,トマト缶

10
金

牛乳,かれい,鶏肉,かつ
お節,生わかめ,鶏卵,粉
寒天,カルピス

米,油,砂糖,澱粉 玉葱,人参,椎茸,筍,ｸﾞﾘﾝ
ﾋﾟｰｽ,もやし,ｷｬﾍﾞﾂ,きゅ
うり,梅肉,しめじ,ほう
れん草,ぶどうｼﾞｭｰｽ

令和４年６月献立表

豚肉,粉チーズ,ハム,粉
寒天,牛乳

米,米粒麦,油,バター,米
粉パウダー,砂糖,じゃ
がいも,卵不使用マヨ
ネーズ

にんにく,生姜,玉葱,ｾﾛ
ﾘｰ,人参,りんご,ﾄﾏﾄ缶,
ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ,ｺｰﾝ,きゅうり,
ほうれん草,ｷｬﾍﾞﾂ

緑の仲間
体の調子を整える

７
火

麦
茶

１
水

牛乳,鮭,油揚げ,味噌,生
わかめ,粉寒天,生ク
リーム

米,砂糖,油,じゃがいも,
ごま

にんにく,生姜,長葱,ご
ぼう,にんじん,ピーマ
ン,もやし,みかん缶

２
木

牛乳,鶏肉,ベーコン,鶏
卵,ピザチーズ,ハム

米,バター,油,じゃがい
も,砂糖

玉葱,ﾏｯｼｭﾙｰﾑ,にんじん,
ﾋﾟｰﾏﾝ,ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ,ｺｰﾝ,ｾﾛ
ﾘｰ,ｷｬﾍﾞﾂ,かぶ,かぶ葉,
メロン

22
水

牛乳,ツナ,ピザチーズ,
ハム,ひよこまめ

食パン,油,じゃがいも,
砂糖,卵不使用マヨネー
ズ

玉葱,ﾏｯｼｭﾙｰﾑ,ﾋﾟｰﾏﾝ,南
瓜,ｺｰﾝ,きゅうり,にんに
く,人参,ｾﾛﾘｰ,ｷｬﾍﾞﾂ,小
玉西瓜

※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。

27
月

牛乳,メカジキ,かつお
節,白味噌

米,澱粉,米粉パウダー,
油,ごま,砂糖

にんにく,生姜,長葱,玉
葱,もやし,小松菜,キャ
ベツ,えのきたけ,小玉
西瓜

30
木

牛乳,いか,味噌,あずき 米,澱粉,米粉パウダー,
油,砂糖,薄力粉,上新粉

生姜,もやし,キャベツ,
にんじん,レモン汁,な
す,しめじ,小松菜,長ね
ぎ

23
木

牛乳,豚肉,粉寒天 米,三砂糖,油,澱粉,焼売
の皮,ワンタンの皮

玉葱,長葱,ｺｰﾝ,大根,胡
瓜,ﾋﾟｰﾏﾝ,ｾﾛﾘｰ,筍,人参,
もやし,椎茸,小松菜,り
んご缶,みかん缶,ﾊﾟｲﾝ

24
金

牛乳,鮭,青大豆,油揚げ,
味噌

米,油,じゃがいも

15
水

牛乳,豚肉,ホタテ,なる
と,さつま揚げ

チャンポン麺,油,こん
にゃく,砂糖

生姜,玉葱,キャベツ,に
んじん,はくさい,椎茸,
ごぼう,もやし,さやい
んげん,メロン

生姜,長葱,キャベツ,に
んじん,コーン,玉葱,え
のきたけ,メロン

21
火

牛乳,豚肉,刻み海苔,味
噌,生わかめ

米,じゃがいも,油,こん
にゃく,砂糖,澱粉

玉葱,にんじん,たけの
こ,椎茸,グリンピース,
ほうれん草,もやし,
キャベツ,さくらんぼ

14
火

牛乳,鶏肉,豆腐,豚肉,油
揚げ,味噌

米,澱粉,砂糖,春雨,油,ご
ま

生姜,長葱,ごぼう,玉葱,
にんじん,ピーマン,椎
茸,さやいんげん,かぶ,
かぶ葉

20
月

牛乳,鶏肉,すき昆布,油
揚げ,味噌,粉寒天,豆乳,
きな粉

米,ごま,砂糖 梅肉,えのきたけ,切干
大根,にんじん,きゅう
り,南瓜,しめじ

にんにく,生姜,人参,長
葱,白菜ｷﾑﾁ,切干大根,胡
瓜,筍,椎茸,こねぎ,ﾊﾟｲﾝ
缶,みかん缶,りんご缶

16
木

牛乳,竹輪,鶏卵,青のり,
生わかめ,味噌,豆腐

米,米粉パウダー,油,白
玉粉,砂糖,澱粉

３
金

牛乳,生揚げ,海藻ミッ
クス,味噌

米,砂糖,澱粉,油 りんご,生姜,にんにく,
玉葱,キャベツ,だいこ
ん,コーン,しめじ,小松
菜

振替休業日

卵入キムチ
チャーハン

28
火

牛乳,豚肉,豆腐,鶏卵,塩
昆布,なると,粉寒天,赤
えんどう豆

米,砂糖,油,澱粉,ごま 玉葱,にんじん,椎茸,糸
みつば,キャベツ,きゅ
うり,しめじ,小松菜,り
んご缶,みかん缶

牛乳,豚肉,かつお節,油
揚げ,味噌,

米,じゃがいも,ごま

小松菜,キャベツ,えの
きたけ,だいこん,長葱

17
金

牛乳,鶏卵,豚肉,細切り
昆布,鶏肉,豆腐,ヨーグ
ルト

米,油,ごま,砂糖

生姜,玉葱,小松菜,もや
し,にんじん,椎茸,だい
こん,ごぼう,長葱,さく
らんぼ

牛乳,ししゃも,鶏卵,鮭,
ひじき,油揚げ,青大豆,
豚肉,豆腐,味噌

米,米粉パウダー,ごま,
油,こんにゃく,砂糖,
じゃがいも

郷土料理の日

「長崎県」

☆10（金）

入梅

雨の日が増えると

うっとうしいですが、

梅の実が熟したり、紫

陽花が咲いたり、６月

ならではの自然の風景

があります。梅を使っ

たおかずと、紫陽花を

イメージした２色ゼ

リーでそんな季節を表

します。

☆旬の果物☆彡

さくらんぼ

メロン・小玉西瓜

国産の旬の果物を出

すようにしています。

６月は夏らしい果物が

出てくる時期です。メ

ロンは緑か赤肉か、当

日までのお楽しみ！

☆15（水）

郷土料理の日

今月は長崎県です。

詳しくは裏面で。

入梅

夏越の祓

☆16（木）

みたらし団子

6月16日は「和菓

子の日」です。和菓子

の始まりは、豊作を

願ってお供えしたお団

子だと言われています。

そこで、白玉粉と絹ご

し豆腐で柔らかいみた

らし団子を作ります。

☆30（木）

夏越の祓（なごしのは

らえ）

京都では、残り半年

の無事を願い「水無

月」という氷の形に似

せた和菓子を食べる風

習があります。邪気を

払うとされる小豆をの

せた「ういろう」です。

小麦粉と上新粉を使っ

て手作りします。

スポーツ

フェスタ

☆４（土）

スポーツフェスタ

人気があり、食べや

すい豚丼とサイダーゼ

リーです。豚肉には疲

れをとるビタミンB1

が豊富なので、運動を

した後にはピッタリ！

☆２３（木）

花しゅうまい

細く切ったしゅうま

いの皮を肉団子のまわ

りにまぶし、真ん中に

コーンをのせた大きな

しゅうまいです。


