
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 豚肉の葱味噌焼き 465

もやしのピリ辛和え 22.0

南瓜のみそ汁　梨 15.5

七分つきごはん 蒸しかれいの野菜あんかけ 488

南瓜の煮つけ 23.5

沢煮椀　柿 11.4

ミルクパン 南瓜コロッケ 505

コールスローサラダ 18.1

トマトスープ　ぶどう 19.3

チキンピラフ 南瓜サラダ 498

コーンチャウダー 19.5

りんご 17.4

栗ごはん 松風焼き　お浸し 507

みそ汁 23.0

南瓜のみたらし団子 12.1

七分つきごはん 鮭のかば焼き 493

のり酢あえ 22.0

きのこ汁　キャロットゼリー 14.8

レモンキャベツ 532

スイートポテト 22.9

16.9

秋の香りごはん 鶏肉のごま焼き 455

7品目サラダ 23.0

すまし汁　サイダーポンチ 14.0

七分つきごはん 焼き鯖のおろしポン酢かけ 477

ごまドレサラダ 21.3

野菜汁　柿 17.6

七分つきごはん 麻婆豆腐 494

もやしとわかめの中華和え 24.4

春雨スープ 16.1

七分つきごはん さわらの味噌焼き 496

おひたし　利休汁 24.1

黒蜜ときな粉の豆乳寒天 16.5

菜飯 鶏のつけ揚げ 511

キャベツのおかか和え 22.0

赤だし　柿 17.5

セサミパン 挽肉のオムレツ　ツナ豆サラダ 480

コロコロ野菜スープ 25.2

フルーツヨーグルト 21.2

七分つきごはん いがぐり揚げ 501

野菜のさっぱり和え 21.1

さつまいも汁　みかん 14.4

七分つきごはん 生揚げのきのこあんかけ 509

白菜のごま酢和え 23.6

みそ汁 21.2

カレーライス ブロッコリーとわかめのツナサラダ 509

みかん 19.4

17.3

かきたまうどん 昆布和え 507

さつま芋のミルクかりんとう 19.1

16.1

七分つきごはん 焼きししゃも 484

じゃが芋の金平 21.1

鶏団子汁　りんご 17.5

七分つきごはん 和風ハンバーグ 496

鉄骨サラダ 24.8

いんげん豆のスープ　みかんゼリー 13.2

きのこｸﾘｰﾑﾗｲｽ 大根サラダ 518

南瓜プリン 15.3

13.7

※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。

令和４年10月献立表

牛乳,豚肉,粉チーズ,生
クリーム,鶏卵

スパゲティ,油,砂糖,さ
つまいも,バター

ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ
ﾐｰﾄｿｰｽ

牛乳,鮭,刻み海苔,味噌 米,米粉パウダー,澱粉,
油,砂糖,ごま

21
金

牛乳,豚肉,豆腐,味噌 米,澱粉,そうめん,油,さ
つまいも

生姜,椎茸,筍,長葱,ほう
れん草,ｷｬﾍﾞﾂ,もやし,ﾚﾓ
ﾝ,白菜,小松菜,長ねぎ,み
かん

にんにく,生姜,玉葱,セ
ロリー,にんじん,トマ
ト缶,キャベツ,黄ピー
マン,胡瓜,レモン

12
水

13
木

牛乳,油揚げ,鶏肉,青大
豆,ツナ,おかか,昆布,な
ると

米,さつまいも,砂糖,ご
ま,油

人参,椎茸,しめじ,にん
にく,キャベツ,水菜,
コーン,小松菜,みかん
缶,りんご缶

14
金

19
水

牛乳,鶏肉,おかか,豆腐,
味噌

米,油,ごま,澱粉,米粉パ
ウダー,砂糖

だいこん葉,にんにく,
生姜,だいこん,小松菜,
キャベツ,にんじん,な
めこ,長葱,柿

玉葱,えのき,なめこ,だ
いこん,小松菜,にんじ
ん,キャベツ,みかん
ジュース

25
火

牛乳,豚肉,プレーン
ヨーグルト,生わかめ,
ツナ

米,米粒麦,油,バター,米
粉パウダー,じゃがい
も,砂糖

にんにく,生姜,玉葱,に
んじん,りんご,トマト
缶,キャベツ,ブロッコ
リー,みかん

18
火

牛乳,さわら,油揚げ,味
噌,豆乳,きな粉

米,砂糖,じゃがいも,ご
ま

小松菜,えのきたけ,も
やし,椎茸,大根,にんじ
ん,はくさい,長葱

24
月

牛乳,生揚げ,豚肉,油揚
げ,生わかめ,味噌

米,油,砂糖,澱粉,ごま 玉葱,にんじん,椎茸,し
めじ,えのき,はくさい,
小松菜,だいこん,長ね
ぎ

20
木

牛乳,鶏肉,ダイスチー
ズ,鶏卵,ひよこまめ,ツ
ナ,ハム,プレーンヨー
グルト

セサミパン,油,砂糖,
じゃがいも

玉葱,ﾋﾟｰﾏﾝ,ｷｬﾍﾞﾂ,人参,
小松菜,ｾﾛﾘｰ,白菜,かぶ,
かぶ葉,りんご缶,みか
ん缶,パイン缶

26
水

牛乳,鶏肉,鶏卵,塩昆布,
脱脂粉乳

うどん,澱粉,ごま,さつ
まいも,油,砂糖,バター

玉葱,にんじん,椎茸,小
松菜,長葱,キャベツ,水
菜

※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
木

牛乳,ししゃも,鶏肉,豆
腐,味噌

米,油,じゃがいも,砂糖,
ごま,澱粉

だいこん,ごぼう,にん
じん,ピーマン,生姜,小
松菜,もやし,はくさい,
長葱,りんご

28
金

牛乳,豚肉,豆腐,長ひじ
き,しらす,サラダチー
ズ,いんげんまめ

米,油,澱粉,砂糖

31
月

ジ
ョ

ア

ジョア,鶏肉,牛乳,粉
チーズ,生クリーム

米,バター,油,米粉パウ
ダー,砂糖,さつまいも

にんにく,生姜,玉葱,に
んじん,ﾏｯｼｭﾙｰﾑ,しめじ,
エリンギ,だいこん,
きゅうり,コーン,南瓜

ｷｬﾍﾞﾂ,ほうれん草,もや
し,大根,椎茸,しめじ,舞
茸,えのき,小松菜,人参,
みかんｼﾞｭｰｽ

緑の仲間
体の調子を整える

11
火

５
水

牛乳,豚肉,鶏卵 ミルクパン,バター,油,
薄力粉,パン粉,油,砂糖,
じゃがいも

南瓜,玉葱,ｷｬﾍﾞﾂ,にんじ
ん,胡瓜,ｺｰﾝ,にんにく,ｾ
ﾛﾘｰ,小松菜,トマト缶,ﾊﾟ
ｾﾘ,ぶどう

６
木

牛乳,鶏肉,ツナ,生ク
リーム

米,バター,油,砂糖,卵不
使用マヨネーズ,米粉パ
ウダー,じゃがいも

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,南瓜,胡
瓜,ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ,ｺｰﾝ,ﾊﾟｾﾘ,り
んご

７
金

牛乳,鶏肉,豆腐,味噌,生
わかめ

米,栗,澱粉,砂糖,ごま,
じゃがいも,白玉粉

生姜,長葱,にんじん,ほ
うれん草,もやし,玉葱,
南瓜

スポーツの日

メモ

17
月

牛乳,豆腐,豚肉,味噌,生
わかめ,ツナ

米,油,砂糖,澱粉,春雨 にんにく,生姜,長葱,玉
葱,にんじん,筍,椎茸,ｸﾞﾘ
ﾝﾋﾟｰｽ,ｺｰﾝ,もやし,木耳,
青梗菜

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

３
月

牛乳,豚肉,味噌,油揚げ 米,砂糖,油 長葱,にんにく,生姜,も
やし,きゅうり,にんじ
ん,南瓜,長ねぎ,梨

４
火

牛乳,かれい,鶏肉,豚肉,
油揚げ

米,油,砂糖,澱粉 生姜,玉葱,にんじん,椎
茸,筍,ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ,南瓜,さ
やいんげん,ごぼう,大
根,長葱,水菜,柿

米,砂糖,油,ごま だいこん,青梗菜,キャ
ベツ,コーン,にんじん,
はくさい,ごぼう,長葱,
小松菜,柿

10
月

牛乳,さば,油揚げ

郷土料理の日

「愛知県」

☆13（木）

秋の香りごはん

さつま芋、人参、椎

茸を使った、秋らしい

色合いのごはんです。

☆旬の食べ物☆彡

柿・りんご

さつまいも・きのこ類

さば

野菜や果物は国産品

を使用しています。さ

つま芋はおかずにも、

デザートにもなる優れ

もの。

十三夜

☆1９（水）

郷土料理の日

9今月は愛知県の料

理です。詳しくは裏面

☆絵本コラボ給食☆
二学期の「読書旬

間」は9/26～10/7

です。

今月は「１４ひき

のかぼちゃ」とコラ

ボします。

おじいさんが「い

のちのつぶだよ」と

いう南瓜のタネから、

立派な南瓜が実りま

す。14匹で囲む食卓

には、南瓜料理がた

くさん！どれもとっ

ても美味しそうで、

色々な南瓜料理を食

べたくなります。南

瓜尽くしはちょっと

難しいので、一日1品

ずつ南瓜料理を紹介

します。

絵本コラボ

☆21（金）

いがぐり揚げ

肉団子のまわりに短

く切ったそうめんをま

ぶして揚げます。栗に

そっくりの仕上がりで

す。


