
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

豚丼 海藻サラダ 496

みそ汁 21.7

冷凍みかん 14.6

七分つきごはん 鮭の香味焼き 473

切干大根のごま酢和え 21.7

みそ汁　サイダーポンチ 11.7

卵チャーハン 春雨サラダ 449

わかめとしめじのスープ 17.3

ぶどう 15.8

七分つきごはん かじきとじゃがいものごま揚げ 498

梅おかか和え 19.4

みそ汁　梨 17.4

さつま芋ごはん 鶏肉のアップルソース焼き 503

菊花和え　利休汁 22.5

お月見団子 13.2

七分つきごはん 蒸しかれいの香味ダレ 458

大豆の五目煮 23.1

みそ汁　みかんゼリー 11.5

七分つきごはん 揚げ出し豆腐 496

おかか浸し 20.1

五目かきたま汁　ぶどう 18.1

肉うどん ひじきと青大豆のサラダ 483

大学芋 19.6

16.1
ウィンナーピラフ ミックスポテトサラダ 498

ミネストローネスープ 17.3

ミルクコーヒーゼリー 18.5

七分つきごはん ししゃもの磯辺揚げ（卵入） 511

肉じゃが 22.1

みそ汁　梨 18.7

七分つきごはん 千草焼き 470

ひじき和え 20.0

みそ汁　ぶどう 15.3

鮭のチャンチャン焼き 495

昆布和え 24.8

どさんこ汁　ミルクゼリー 15.6

ミルクパン ツナポテトグラタン 489

イタリアンサラダ 22.7

いんげん豆のスープ　梨 19.9

七分つきごはん つくね焼き 492

ごまあえ 23.8

呉汁　りんごゼリー 13.6

七分つきごはん サバの味噌煮 471

水菜ともやしのおひたし 22.3

けんちん汁 16.7

ピリ辛ラーメン 野菜のさっぱり和え 495

青海苔ポテト 21.4

19.5

七分つきごはん 茄子の肉巻き 491

のり酢あえ 21.1

さつま汁　梨 15.1

カレーライス 手作り福神漬け 481

野菜チップス 14.6

ぶどう 10.1

※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。

牛乳,ししゃも,鶏卵,青
のり,豚肉,油揚げ,味噌,
生わかめ

メモ

12
月

牛乳,かれい,大豆,角切
り昆布,味噌,生わかめ

米,ごま,砂糖,こんにゃ
く,じゃがいも

生姜,長葱,にんにく,玉
葱,ごぼう,れんこん,に
んじん,椎茸,みかん
ジュース

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

５
月

牛乳,豚肉,海藻ミック
ス,味噌

米,油,白滝,砂糖 にんにく,生姜,椎茸,玉
葱,いんげん,キャベツ,
大根,人参,コーン,しめ
じ,小松菜,みかん

６
火

牛乳,鮭,すき昆布,味噌,
生わかめ

米,砂糖,ごま にんにく,生姜,長葱,切
干大根,にんじん,きゅ
うり,南瓜,玉葱,りんご
缶,みかん缶,パイン缶

牛乳,豚肉,油揚げ,ひじ
き,青大豆

令和４年９月献立表

牛乳,豆腐,おかか,鶏肉,
生わかめ,鶏卵

米,澱粉,米粉パウダー,
油

だいこん,こねぎ,小松
菜,はくさい,にんじん,
玉葱,しめじ,ほうれん
草,ぶどう

緑の仲間
体の調子を整える

13
火

７
水

牛乳,鶏卵,豚肉,焼き豚,
生わかめ

米,油,春雨,砂糖 生姜,にんじん,長葱,グ
リンピース,赤ピーマ
ン,コーン,きゅうり,青
梗菜,しめじ,ぶどう

８
木

牛乳,メカジキ,味噌,お
かか

米,澱粉,油,じゃがいも,
砂糖,ごま

生姜,もやし,キャベツ,
きゅうり,梅肉,なす,え
のき,小松菜,梨

９
金

牛乳,鶏肉,油揚げ,味噌,
豆腐

米,さつまいも,ごま,砂
糖,じゃがいも,白玉粉,
澱粉

りんご,菊花,小松菜,だ
いこん,もやし,椎茸,ご
ぼう,にんじん,はくさ
い,長葱

28
水

牛乳,豚肉,なると,味噌,
豆乳,青のり

中華麺,ごま,油,じゃが
いも

にんにく,生姜,長葱,に
んじん,もやし,にら,ほ
うれん草,キャベツ,し
めじ,レモン

※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。

29
木

牛乳,豚肉,刻み海苔,鶏
肉,豆腐,味噌

米,澱粉,油,砂糖,さつま
いも,こんにゃく

なす,キャベツ,小松菜,
もやし,だいこん,にん
じん,ごぼう,長葱,梨

30
金

ジョア,鶏肉,ヨーグル
ト

米,米粒麦,油,バター,米
粉パウダー,じゃがい
も,砂糖,ごま,さつまい
も

ジ
ョ

ア

21
水

牛乳,鮭,味噌,塩昆布,豚
肉,豆腐,生クリーム

米,油,砂糖,バター,ごま,
じゃがいも

玉葱,キャベツ,ピーマ
ン,生姜,はくさい,水菜,
にんじん,コーン,長葱,
みかん缶

にんにく,生姜,玉葱,人
参,りんご,トマト缶,大
根,れんこん,なす,胡瓜,
ごぼう,ぶどう

27
火

牛乳,さば,味噌,かつお
節,豆腐

米,砂糖,油,さといも 生姜,水菜,キャベツ,も
やし,だいこん,にんじ
ん,ごぼう,長葱

20
火

牛乳,竹輪,鶏卵,ひじき,
油揚げ,味噌

米,油,砂糖 玉葱,人参,椎茸,いんげ
ん,ほうれん草,キャベ
ツ,赤ピーマン,南瓜,し
めじ,ぶどう

26
月

牛乳,鶏肉,豆腐,大豆,味
噌

米,澱粉,砂糖,ごま,さと
いも,こんにゃく

生姜,長葱,ごぼう,ほう
れん草,もやし,にんじ
ん,だいこん,小松菜,り
んごジュース

22
木

牛乳,ツナ,ピザチーズ,
粉チーズ,ハム,いんげ
んまめ

ミルクパン,油,バター,
米粉パウダー,じゃがい
も,砂糖

うどん,澱粉,砂糖,油,さ
つまいも,水あめ,ごま

玉葱,マッシュルーム,
グリンピース,ｷｬﾍﾞﾂ,
きゅうり,ﾋﾟｰﾏﾝ,ﾚﾓﾝ,人
参,ｾﾛﾘｰ,ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ,梨

23
金

米,米粉パウダー,油,
じゃがいも,糸こんにゃ
く,砂糖

生姜,玉葱,にんじん,さ
やいんげん,もやし,梨

敬老の日

秋分の日

ごはん
(ななつぼし)

19
月

にんじん,玉葱,長葱,椎
茸,小松菜,きゅうり,赤
ピーマン,キャベツ,
コーン

14
水

15
木

牛乳,ウィンナー,ハム,
いんげんまめ,豚肉

米,油,さつまいも,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,人参,ｸﾞﾘﾝ
ﾋﾟｰｽ,ｺｰﾝ,胡瓜,にんに
く,ｾﾛﾘｰ,ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ,ｷｬﾍﾞﾂ,
トマト缶,ﾊﾟｾﾘ

16
金

郷土料理の日

「北海道」

重陽・十五夜

献立

☆９（金）

重陽・十五夜献立

9月9日は「重陽」

です。「菊の節句」と

も言われ、菊の花を観

賞したり、菊の花を浮

かべたお酒を飲んだり

して、長寿を願う日で

す。和え物に食用菊の

花を使います。また、

今年の十五夜が9月10

日（土）のため、一日

早いですが、お月見団

子も手作りします。

絵本コラボ

絵本コラボ

☆絵本コラボ給食☆
今年度2回目の「読

書旬間」（9/26～

10/7）にあわせ、

「絵本コラボ給食」を

実施します。絵本の世

界と現実をつなぐ食べ

物をお楽しみに！

①「じごくのラーメ

ンや」
２８日(水)えんま様

が作る辛い辛いラーメ

ンに、チャレンジした

くなる一冊。給食にピ

リ辛の新メニュー誕生

です！

②「ぼくんちカレー

ライス」「ひみつの

カレーライス」
カレーのいいにおい

が街中に広がっていく

２つのお話。給食室か

らもいいにおいをお届

けします。「ひみつの

カレーライス」では、

木にお皿の葉がつき、

福神漬けの花が咲

き･･･。ポリポリ止ま

らなくなるような、福

神漬けも作ります。


