
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 鮭の七味焼き 513

野菜のさっぱり和え 23.2

きのこ汁　さつま芋のごま団子 17.1
七分つきごはん 卵入りまさご揚げ 471

ごま味噌和え 21.6

みそ汁　りんご 16.8

七分つきごはん すき焼き風煮 502

はりはり漬け 23.1

みそ汁　黒胡麻豆乳寒天 15.2
チキンカレーライス 手作り福神漬け 514

茹でブロッコリー 19.8

フルーツヨーグルト 15.3
七分つきごはん 五目卵焼き 487

里芋と鶏肉の煮物 22.3

みそ汁　みかん 15.3

ｽｰﾌﾟｽﾊﾟｹﾞﾃｨ かぶとツナのサラダ 518

じゃがバター 21.5

りんごゼリー 16.8
七分つきごはん イカのチリソース 491

春雨サラダ 19.6

わかめとしめじのスープ　はっさく 16.8

七分つきごはん 蒸しかれいの野菜あんかけ 460

ごまあえ 24.1

豚汁　みかん 12.0

えびピラフ 味噌ドレサラダ 451

コーンチャウダー 18.8

りんご 14.8

卵とじ丼 白菜と油揚げのごま酢和え 525

すまし汁 23.8

紅まどんな 20.5
七分つきごはん 花しゅうまい 487

豆もやしのナムル 20.8

中華五目スープ　杏仁豆腐 13.9

きな粉揚げパン ポークビーンズ 488

ごぼうサラダ 21.3
りんご 19.5

七分つきごはん 生揚げの旨煮 516

青海苔ポテト 18.6

春雨スープ　紅まどんな 19.3

七分つきごはん 焼きししゃも 472

肉じゃが 21.4

野菜汁　みかん 14.4

ソースかつ丼 こんにゃくの炒り煮 554

呉汁 25.6

りんご 17.6

ミルクパン ミートローフ　花野菜サラダ 508

パンプキンポタージュ 23.4

チョコババロア 15.8

【群馬県】
★ソースかつ丼★ ★こんにゃくの炒り煮★ ★呉汁★

※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。

9
金

メモ

12
月

牛乳,かれい,鶏肉,豚肉,
豆腐,味噌

米,油,砂糖,澱粉,ごま,
じゃがいも,こんにゃく

生姜,玉葱,にんじん,椎
茸,筍,ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ,ほうれ
ん草,もやし,大根,ごぼ
う,長葱,みかん

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,焼き豆腐,細
切り昆布,味噌,生わか
め,粉寒天,豆乳

7
水

8
木

牛乳,鶏肉,粉チーズ,生
クリーム,ツナ,粉寒天

スパゲティ,油,砂糖,
じゃがいも,バター

にんにく,生姜,長葱,
キャベツ,きゅうり,に
んじん,青梗菜,しめじ,
はっさく

牛乳,いか,ハム,生わか
め

1
木

牛乳,鮭,味噌,生クリー
ム

米,さつまいも,砂糖,米
粉パウダー,ごま,油

生姜,長葱,ほうれん草,
ｷｬﾍﾞﾂ,白菜,大根,椎茸,
しめじ,まいたけ,えの
き,小松菜

しいたけ,玉葱,長葱,は
くさい,ほうれん草,春
菊,切干大根,きゅうり

6
火

2
金

牛乳,豆腐,鶏肉,えび,ち
りめんじゃこ,鶏卵,味
噌

牛乳,油揚げ,かまぼこ,
鶏卵,豆腐

米,砂糖,澱粉,ごま 玉葱,にんじん,椎茸,し
めじ,糸みつば,はくさ
い,ほうれん草,長葱,小
松菜,紅まどんな

13
火

牛乳,えび,味噌,鶏肉,生
クリーム

油,米,バター,砂糖,米粉
パウダー,じゃがいも

ﾆﾝﾆｸ,玉葱,ﾏｯｼｭﾙｰﾑ,赤
ﾋﾟｰﾏﾝ,ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ,ｷｬﾍﾞﾂ,
人参,胡瓜,ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ,しめ
じ,ｺｰﾝ,ﾊﾟｾﾘ,りんご

ミルクパン,油,澱粉,砂
糖,卵不使用マヨネー
ズ,バター,米粉パウ
ダー

ジ
ョ

ア

15
木

牛乳,豚肉,鶏肉,粉寒天 米,砂糖,油,澱粉,焼売の
皮,ごま

終業式

玉葱,にんじん,いんげ
ん,ブロッコリー,カリ
フラワー,コーン,南瓜,
いちご

20
火

牛乳,ししゃも,豚肉,油
揚げ,味噌

米,油,じゃがいも,糸こ
んにゃく,砂糖

だいこん,生姜,玉葱,に
んじん,いんげん,はく
さい,ごぼう,長葱,小松
菜,みかん

23
金

21
水

牛乳,豚肉,鶏卵,かまぼ
こ,大豆,味噌

米,米粒麦,米粉パウ
ダー,パン粉,油,砂糖,糸
こんにゃく,さといも

キャベツ,にんじん,さ
やいんげん,だいこん,
ごぼう,長ねぎ,小松菜,
りんご

22
木

ジョア,豚肉,ダイス
チーズ,豆腐,牛乳,粉寒
天,生クリーム

令和４年12月献立表

牛乳,豚肉,ひじき,鶏卵,
鶏肉,味噌

米,油,砂糖,さといも

牛乳,鶏肉,プレーン
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

米,澱粉,油,砂糖,春雨

米,砂糖,白滝,じゃがい
も,ごま

ﾆﾝﾆｸ,生姜,玉葱,人参,り
んご,ﾄﾏﾄ缶,大根,蓮根,
なす,胡瓜,ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ,ﾊﾟｲﾝ
缶,みかん缶,りんご缶

玉葱,にんじん,こねぎ,
だいこん,さやいんげ
ん,はくさい,えのき,み
かん

にんにく,玉葱,にんじ
ん,ﾏｯｼｭﾙｰﾑ,ｺｰﾝ,ﾌﾞﾛｯｺ
ﾘｰ,かぶ,きゅうり,かぶ
葉,ﾊﾟｾﾘ,りんごｼﾞｭｰｽ

緑の仲間
体の調子を整える

米,砂糖,澱粉,油,ごま 長葱,キャベツ,もやし,
きゅうり,だいこん,え
のき,小松菜,りんご

　群馬県では、昔から大豆
の栽培も盛んでした。「里
のほほえみ」という新品種
もあります。寒い冬に体の
温まるものとして食べられ
てきたのが、大豆を使った
「呉汁」です。給食でも定
番の具沢山みそ汁です。

※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。

玉葱,長葱,生姜,ｺｰﾝ,も
やし,豆もやし,ほうれ
ん草,人参,にら,筍,りん
ご缶,みかん缶,ﾊﾟｲﾝ缶

19
月

　群馬県は、30種類以上の銘柄豚がある豚
肉の名産地です。豚肉料理がたくさんある
のですが、中でもソウルフードとして愛さ
れているのが「ソースかつ丼」です。うな
ぎ屋さんが、かば焼きのたれをアレンジし
たソースにとんかつをくぐらせ、ごはんに
乗せたのが始まりと言われています。

　群馬県の特産品と言えば、こん
にゃく芋です。生産量は日本一で、
全体の90％を占めています。こん
にゃくの味噌おでんなど、おいしい
料理もたくさんあります。今回は糸
こんにゃくを使って、おかずを作り
ます。

牛乳,豚肉,生揚げ,青の
り

米,油,澱粉,じゃがいも,
春雨

にんにく,生姜,木耳,筍,
人参,白菜,玉葱,もやし,
いんげん,えのき,長葱,
青梗菜,紅まどんな

にんにく,生姜,玉葱,に
んじん,トマト缶,ごぼ
う,だいこん,きゅうり,
りんご

16
金

牛乳,きな粉,豚肉,大豆,
金時豆,いんげんまめ,
生クリーム,味噌

コッペパン,油,砂糖,
じゃがいも,ごま

14
水

郷土料理の日

「群馬県」

☆14（水）

紅まどんな

12月から1月上旬の

短い期間しか出回らな

い品種です。ゼリーの

ようなみずみずしさと

甘さがあります。

☆旬の食べ物☆彡

りんご・みかん

紅まどんな

白菜・里芋・かぶ

ブロッコリー

野菜や果物は国産品

を使用しています。

☆２１（水）

郷土料理の日

今月は群馬県の料理

です。下に詳しく紹介

しています。

冬至

☆２2（木）

冬至

「冬至に南瓜を食べ

るとかぜをひかない」

という言い伝えがあり

ます。南瓜はビタミン

A・C・Eを豊富に含む、

まさに風邪予防にぴっ

たりの食べ物です。

こんにゃく芋

こんにゃく芋の花


