
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 ごま酢あえ 483

七草汁 22.1

りんご 15.9
七分つきごはん かれいの煮つけ 483

じゃが芋の金平 21.2

みそ汁　みかんゼリー 13.1

七分つきごはん 松風焼き 451

ホタテ和え 23.3

のっぺい汁　みかん 12.7

ｼｰﾌｰﾄﾞｶﾚｰﾗｲｽ 鉄骨サラダ 490

ネーブル 19.2

14.5
七分つきごはん かじきとじゃがいものごま揚げ 504

からし和え 20.1

みそ汁　いちご 18.6

冬野菜のクリームシチュー 498

レモンキャベツ 19.0

りんご 23.4
七分つきごはん 揚げ出し豆腐 507

青大豆サラダ　みそ汁 19.2

キャロットゼリー 18.0

七分つきごはん 五目卵焼き 478

豚肉と大根の炒め煮 22.5

みそ汁　みかん 16.2
ミックスピラフ クリスピーチキン 507

ブロッコリーとポテトのサラダ 22.5

コロコロ野菜スープ 12.3

七分つきごはん 鮭の塩麹焼き 452

春雨の炒め物 22.9

かす汁　デコポン 11.9

ねぶかめし かしわの琥珀揚げ 516

水菜と湯葉のおひたし 23.7
京風みそ汁　抹茶寒天 19.7

七分つきごはん 棒餃子 471

もやしとﾜｶﾒの中華和え 20.3

中華コーン卵スープ　伊予柑 13.7

あんかけうどん 竹輪とさつま芋の天ぷら（卵入） 506

はれひめ 19.9

15.0
七分つきごはん 豚肉のごま焼き 481

ジｬコとキｬベツのサラダ 23.1
さつまいも汁　いちご 15.4

味噌ﾗｰﾒﾝ はりはり漬け 516

南瓜のゴマ団子 20.7

18.4

1月25日（水）【京都府】の料理を紹介します。
★ねぶかめし★ ★かしわの琥珀揚げ★ 　★京風みそ汁★

　　京都の「西京みそ」を使った

　優しい味わいのみそ汁です。

★水菜と湯葉のおひたし★ 　★抹茶寒天★
　　800年前から栽培されてきた「宇治茶」。

　今では飲むだけでなく、お菓子にもよく使

　われています。今回は生クリームと混ぜて、

　甘い寒天を作ります。

　京都の湯葉はとても歴史が古く、
中国の僧侶から豆腐と共に作り方が
伝えられたと言われています。精進
料理や懐石料理に使われる湯葉を、
水菜と一緒におひたしにします。

※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。

19
木

メモ

20
金

牛乳,鶏肉,ひじき,鶏卵,
豚肉,味噌

米,油,砂糖 玉葱,人参,こねぎ,にん
にく,生姜,大根,いんげ
ん,キャベツ,しめじ,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

13
金

17
火

18
水

牛乳,鶏肉,粉チーズ,生
クリーム

　関西や九州では鶏肉のことを「か
しわ」と呼ぶことが多いです。「琥
珀揚げ」はしょうゆで味付けした唐
揚げです。

大根,こねぎ,キャベツ,
小松菜,人参,コーン,玉
葱,白菜,えのき,みかん
ジュース

牛乳,豆腐,青大豆,味噌,
粉寒天

レーズンシナ
モンロール

21
土

振替休業日

31
木

牛乳,豚肉,なると,味噌,
切り昆布,生クリーム

中華麺,油,砂糖,米粉パ
ウダー,ごま

24
火

牛乳,鮭,豚肉,焼き豆腐,
味噌

米,春雨,油,砂糖,ごま,さ
といも,こんにゃく

11
水

牛乳,豚肉,生わかめ,油
揚げ,味噌

米,油,白滝,砂糖,ごま にんにく,生姜,椎茸,玉
葱,いんげん,ほうれん
草,白菜,かぶ,大根,かぶ
葉,小松菜,せり,りんご

生姜,長葱,ほうれん草,
白菜,大根,人参,ごぼう,
みかん

16
月

12
木

牛乳,かれい,味噌,粉寒
天

ジョア,えび,いか,鶏肉,
ハム

米,バター,米粉パウ
ダー,コーンフレーク,
油,じゃがいも,砂糖,卵
不使用マヨネーズ

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,生姜,ﾌﾞ
ﾛｯｺﾘｰ,ｺｰﾝ,きゅうり,ｾﾛ
ﾘｰ,人参,ｷｬﾍﾞﾂ,かぶ

ジ
ョ

ア

玉葱,人参,たけのこ,白
菜,椎茸,えのき,長葱,小
松菜,はれひめ

30
月

牛乳,豚肉,ちりめん
じゃこ,豆腐,味噌

米,砂糖,ごま,油,さつま
いも

にんにく,キャベツ,人
参,水菜,玉葱,セロリー,
しめじ,小松菜,長葱,い
ちご

令和5年１月献立表

牛乳,メカジキ,味噌,油
揚げ

米,澱粉,油,じゃがいも,
砂糖,ごま

牛乳,えび,いか,プレー
ンヨーグルト,長ひじ
き,しらす,サラダチー
ズ

米,米粒麦,油,バター,米
粉パウダー,じゃがい
も,砂糖

米,澱粉,米粉パウダー,
油,砂糖

米,澱粉,砂糖,ごま,さと
いも,こんにゃく

ぶどうパン,バター,砂
糖,油,じゃがいも

牛乳,鶏肉,豆腐,味噌,ほ
たて貝柱,油揚げ

緑の仲間
体の調子を整える

米,砂糖,油,じゃがいも,
ごま

生姜,長葱,ごぼう,人参,
ﾋﾟｰﾏﾝ,玉葱,しめじ,小松
菜,みかんｼﾞｭｰｽ,みかん
缶

※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。

にんにく,生姜,玉葱,人
参,りんご,トマト缶,大
根,小松菜,ネーブル

生姜,小松菜,キャベツ,
えのき,大根,ごぼう,椎
茸,いちご

玉葱,人参,かぶ,ブロッ
コリー,カリフラワー,
キャベツ,黄ピーマン,
きゅうり,りんご

23
月

生姜,長葱,玉葱,人参,
ピーマン,椎茸,いんげ
ん,白菜,大根,デコポン

26
木

　ねぎは昔から栽培されてきた野菜で、「ねぶ
か」や「ひともじ」などの別名があります。関西
地方では緑色の部分を食べる葉ねぎが多く、中で
も京都で栽培されてきた「九条ねぎ」は有名で
す。
　ねぎと油揚げを炊き込んだ「ねぶかめし」は、
新米の豊作に感謝し、翌年の豊作を願って作られ
る郷土料理です。

牛乳,豚肉,生わかめ,ツ
ナ,鶏卵

米,砂糖,油,餃子の皮,澱
粉

生姜,長葱,キャベツ,に
ら,もやし,人参,玉葱,
コーン,青梗菜,伊予柑

葉ねぎ,生姜,水菜,キャ
ベツ,にんじん,えのき,
小松菜,長葱,いちご

25
水

牛乳,油揚げ,鶏肉,湯葉,
豆腐,味噌,粉寒天,生ク
リーム

米,澱粉,油,砂糖,ごま

にんにく,生姜,人参,も
やし,コーン,長葱,ほう
れん草,切干大根,きゅ
うり,南瓜

27
金

牛乳,豚肉,かまぼこ,焼
き竹輪,鶏卵

うどん,澱粉,さつまい
も,米粉パウダー,油

郷土料理の日

「京都府」

☆24日～30日

全国学校給食週間

好きだった給食や、

思い出の給食など、ぜ

ひ御家庭でも給食を話

題にしてみてください。

☆旬の果物☆彡

ネーブル・いちご

伊予柑・はれひめ

野菜や果物は国産品

を使用しています。1

月から3月までは、国

産の色々な柑橘類が出

てきます。お楽しみ

に！

絵本コラボ

絵本コラボ

☆絵本コラボ給食☆
「読書旬間」（1月

24日～2月６日）にあ

わせ、「絵本コラボ給

食」を実施します。

今月の絵本は２冊！

どちらも美味しそう♡

①「ぎょうざつくったの」

ウナちゃんはお母さ

んの留守にお友達を家

に呼び、餃子を作りま

す。しかも皮から200

個も！給食でも、負け

ずに250個の棒餃子を

作ります。

②「おばけのてんぷら」

うさこがご機嫌で天

ぷらを揚げていると、

おばけがそーっと入っ

てきてつまみ食いしま

す。何を天ぷらにする

か迷うところですが、

今回は竹輪とさつま芋

です。


