
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 肉団子のコーン蒸し 499

ブロッコリーのおかかあえ 22.8

生揚げの甘味噌炒め　みそ汁 17.4

卵チャーハン 大根のピリ辛漬け 465

春雨スープ 17.0

杏仁豆腐 13.5

七分つきごはん 鮭の味噌煮 472

青大豆サラダ 24.2

沢煮椀　みかん 13.0

七分つきごはん 豚肉の生姜焼き 487

粉ふき芋 23.8

大豆の磯煮　みそ汁 16.7

七分つきごはん いかのかりんと揚げ 480

コーンとわかめのサラダ 20.6

いものこ汁　みかん 15.2

ミルクパン ポテトオムレツ　 456

かぶとツナのサラダ 20.5

いんげん豆のスープ　フルーツポンチ 16.7

七分つきごはん 揚げじゃが芋のそぼろ煮 501

香味和え 18.9

みそ汁　りんご 16.8

七分つきごはん さばのごまだれかけ 473

おひたし 24.6

三平汁　みかん 17.1

七分つきごはん 鶏肉の照り焼き 479

肉野菜炒め　のっぺい汁 23.9

黒蜜ときな粉の豆乳寒天 14.0

七分つきごはん 生揚げのそぼろあんかけ 520

ジャコと大根のサラダ 24.6

みそ汁　りんご 21.0

きびごはん 鮭のゆず味噌焼き 463

切干大根の煮物 22.5

そうめん汁　ぶどうゼリー 11.9

カレーうどん ゆかり和え 495

揚芋餅 18.0

19.4

七分つきごはん 擬製豆腐 473

里芋のごまみそ煮 23.5

みそ汁 15.5

七分つきごはん 鶏肉の竜田揚げ 477

ブロッコリーとポテトのサラダ 19.1

酸辣湯　りんご 12.7

ツナピラフ 長ひじきのサラダ 489

かぼちゃスープ 17.6

りんご 18.0

七分つきごはん かれいの煮つけ 447

五目金平 23.2

みそ汁　みかん 11.2
あんかけ焼きそば 海藻サラダ 452

金時豆の甘煮 21.0

13.4
七分つきごはん つくね焼き 490

じゃがいもと昆布の煮物 21.9

みそ汁　みかん 11.6

ｱｯﾌﾟﾙﾄｰｽﾄ 秋のクリームシチュー 520

ツナ豆サラダ 19.2

22.0

親子丼 ジｬコとキｬベツのサラダ 514

すまし汁 25.9

小倉ミルクゼリー 16.4

※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。

振替休業日

勤労感謝の日

28
月

牛乳,鶏肉,豆腐,細切り
昆布,味噌,生わかめ

米,澱粉,砂糖,じゃがい
も

生姜,長葱,ごぼう,玉葱,
にんじん,南瓜,みかん

29
火

牛乳,鶏肉,粉チーズ,生
クリーム,ひよこ豆,ツ
ナ

食パン,砂糖,バター,油,
米粉パウダー,さつま
いも

りんご,玉葱,にんじん,
しめじ,ブロッコリー,
キャベツ,南瓜

令和４年1１月献立表

牛乳,ベーコン,鶏卵,牛
乳,ピザチーズ,ツナ,い
んげんまめ,粉寒天

ミルクパン,油,じゃが
いも,砂糖

牛乳,いか,生わかめ,油
揚げ,味噌

米,澱粉,油,砂糖,こん
にゃく,さといも

18
金

牛乳,豆腐,鶏肉,鶏卵,味
噌

米,砂糖,油,こんにゃく,
さといも,ごま

19
土

ジ
ョ

ア

ジョア,鶏肉,豚肉,鶏卵 米,澱粉,米粉パウダー,
油,じゃがいも,砂糖,卵
不使用マヨネーズ

にんにく,生姜,ﾌﾞﾛｯｺ
ﾘｰ,ｺｰﾝ,玉葱,にんじん,
たけのこ,椎茸,長葱,小
松菜,りんご

玉葱,ﾋﾟｰﾏﾝ,かぶ,ｷｬﾍﾞﾂ,
かぶ,にんじん,ｾﾛﾘｰ,ﾌﾞ
ﾛｯｺﾘｰ,りんご缶,みかん
缶

9
水

10
木

牛乳,豚肉,豆腐,味噌,生
わかめ

米,じゃがいも,油,つき
こんにゃく,砂糖,澱粉

玉葱,にんじん,たけの
こ,椎茸,ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ,もや
し,ｷｬﾍﾞﾂ,小松菜,長葱,
りんご

11
金

椎茸,長葱,にんじん,た
けのこ,さやいんげん,
玉葱,しめじ,小松菜

16
水

牛乳,鮭,味噌,油揚げ,な
ると,粉寒天

米,きび,砂糖,油,白滝,そ
うめん

柚子,切干大根,にんじ
ん,椎茸,さやいんげん,
はくさい,小松菜,ぶど
うジュース

生姜,玉葱,にんじん,た
けのこ,ｷｬﾍﾞﾂ,はくさ
い,椎茸,しめじ,ｸﾞﾘﾝ
ﾋﾟｰｽ,だいこん,ｺｰﾝ

22
火

牛乳,ツナ,長ひじき,ダ
イスチーズ,鶏肉,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

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,
ｷｬﾍﾞﾂ,きゅうり,しめ
じ,南瓜,りんご

15
火

牛乳,生揚げ,鶏肉,味噌,
ちりめんじゃこ

米,砂糖,澱粉,油 生姜,青梗菜,だいこん,
にんじん,キャベツ,は
くさい,えのき,長葱,り
んご

21
月

17
木

牛乳,豚肉,油揚げ うどん,澱粉,じゃがい
も,油,砂糖

玉葱,長葱,にんじん,椎
茸,しめじ,小松菜,キャ
ベツ,きゅうり

23
水

※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。

24
木

牛乳,かれい,豚肉,油揚
げ,味噌,生わかめ

米,砂糖,油,つきこん
にゃく

生姜,長葱,ごぼう,にん
じん,れんこん,さやい
んげん,もやし,みかん

25
金

牛乳,豚肉,なると,海藻
ミックス,金時豆

中華麺,油,澱粉,砂糖

30
水

牛乳,鶏肉,鶏卵,ちりめ
んじゃこ,なると,粉寒
天,あずき

米,砂糖,澱粉,油 玉葱,にんじん,椎茸,み
つば,キャベツ,水菜,セ
ロリー,しめじ,小松菜

緑の仲間
体の調子を整える

8
火

2
水

牛乳,鶏卵,豚肉,粉寒天 米,油,砂糖,春雨 生姜,人参,長葱,ｸﾞﾘﾝ
ﾋﾟｰｽ,胡瓜,ﾋﾟｰﾏﾝ,大根,
しめじ,青梗菜,りんご
缶,みかん缶,ﾊﾟｲﾝ缶

3
木

4
金

牛乳,鮭,味噌,青大豆,豚
肉,油揚げ

米,砂糖,油 生姜,ｷｬﾍﾞﾂ,もやし,に
んじん,ｺｰﾝ,玉葱,ごぼ
う,だいこん,長葱,小松
菜,みかん

文化の日

メモ

14
月

牛乳,鶏肉,豚肉,油揚げ,
粉寒天,豆乳,きな粉

米,砂糖,澱粉,油,さとい
も,こんにゃく

生姜,にんにく,長葱,も
やし,にんじん,キャベ
ツ,ピーマン,だいこん,
ごぼう

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

7
月

牛乳,豚肉,大豆,ひじき,
油揚げ,味噌

米,じゃがいも,油,糸こ
んにゃく,砂糖

生姜,玉葱,さやいんげ
ん,にんじん,ｷｬﾍﾞﾂ,え
のき

1
火

牛乳,豚肉,豆腐,おかか,
生揚げ,味噌

米,澱粉,砂糖,油,さとい
も

生姜,長葱,ｺｰﾝ,ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ,
にんじん,ｷｬﾍﾞﾂ,にんに
く,もやし,ﾋﾟｰﾏﾝ,しめ
じ,小松菜

米,砂糖,澱粉,ごま,こん
にゃく

もやし,はくさい,小松
菜,生姜,だいこん,にん
じん,ごぼう,長葱,みか
ん

牛乳,さば,おかか,鮭,豆
腐,味噌

生姜,ｷｬﾍﾞﾂ,小松菜,
きゅうり,ｺｰﾝ,柚子,にん
じん,だいこん,はくさ
い,こねぎ,みかん

郷土料理の日

「岡山県」

☆８（火）

「いい歯の日」

虫歯や歯周病等、口

の中に病気があると食

べ物をよく噛んで食べ

られなくなり、栄養も

吸収されにくくなって

しまいます。“いい

歯”を保つには食後の

歯磨きだけでなく、よ

く噛んで食べることも

重要です。そこで、噛

むことを意識できるよ

うな料理として「いか

のかりんと揚げ」を作

ります。

御家庭では、甘いも

のをとり過ぎないよう

にしたり、カルシウム

を多く含む食品を取り

入れたりできるといい

とですね。

☆旬の食べ物☆彡

りんご・みかん・ゆず

白菜・里芋・かぶ・鮭

野菜や果物は国産品

を使用しています。

☆1６（水）

郷土料理の日

今月は岡山県の料理

です。詳しくは裏面で。

☆2４（木）

和食の日

日本の食文化は、ユ

ネスコ無形文化遺産に

登録されています。

「和食」は、「ご飯」

を中心に、「汁」と

「おかず」を組み合わ

せた「一汁二菜」や

「一汁三菜」が献立の

基本です。これは、日

本人の長寿を支える健

康的な食事です。

24日はこの基本に

沿った献立です。見た

目は地味ですが、飽き

ないおいしさです。

いい歯の日

和食の日


