
給食指導目標
「暑さに負けない食事をしよう」

令和２年度 山梨県立やまびこ支援学校

あ　　か き　い　ろ み　ど　り

血や肉になるもの 力や熱になるもの 体の調子をととのえるもの

さばのみりん醤油焼き 鯖　ひじき　みそ 米　麦　じゃがいも 生姜　人参　さやいんげん

ひじきとじゃがいもの炒り煮 油揚げ　絹ごし豆腐　牛乳 油　砂糖　みりん　しょうゆ 玉ねぎ 760

みそ汁　りんごとカルピスゼリー つきこん　りんごとカルピスゼリー kcal

豚肉のすき焼き風 フジザクラポーク 米　麦　しらたき　油 えのきだけ　ねぎ　白菜　玉ねぎ

おかか和え 焼き豆腐　かまぼこ　削り節 砂糖　しょうゆ ほうれん草　人参　大根　小松菜 750

すまし汁　ヨーグルトアイス 湯葉　ヨーグルトアイス　牛乳 kcal

ポトフ（ロールキャベツ入り） チーズ　ベーコン　豚肉 食パン　マヨネーズ　 玉ねぎ　コーン　キャベツ

シーザーサラダ ビーンズミックス　ハム じゃがいも　クルトン　コンソメ 人参　赤ピーマン　メロン 740

果物 ツナ　牛乳 ドレッシング　ケチャップ きゅうり　 kcal

コールスローサラダ 豚肉　生クリーム　 米　麦　油　バター　コンソメ 玉ねぎ　しめじ　マッシュルーム　トマト

茹でとうもろこし ビーンズミックス　ハム　 ハヤシルウ　ドレッシング にんにく　人参　キャベツ　グリーンピース 850

牛乳 ソース　ケチャップ　 ゆでもろこし kcal

星のコロッケ コロッケ 米　麦　ドレッシング　油 オクラ　キャベツ

オクラのサラダ なると　錦糸卵 そうめん　ソース　しょうゆ 玉ねぎ　きゅうり 740

そうめん汁　七夕ゼリー たらでんぶ　  牛乳 七夕ゼリー 人参　あさつき　 kcal

ハンバーグのピザ焼き 豚肉　チーズ　 パン　油　砂糖　ごま油 玉ねぎ　人参　

きゅうりともやしのサラダ 青大豆ペースト　そら豆 コンソメ　ジャム　酢　しょうゆ ピーマン　キャベツ 730

そら豆のポタージュ　果物 生クリーム　ささみ　牛乳 ケチャップ　　マーガリン なす　もやし　きゅうり　パイン　 kcal

カツオの西京焼き 竹輪　油揚げ　かつお　 米　麦　砂糖　 ごぼう　人参　しめじ　ほうれんそう

筑前煮　みそ汁 鶏肉　みそ　牛乳 油　こんにゃく　 れんこん　たけのこ　干し椎茸 750

果物 しょうゆ　さとう　みりん さやえんどう　　えのきだけ　バナナ kcal

野菜サラダ チーズ　豚ひき肉 スパゲティ　油　　 玉ねぎ　人参　しめじ　赤ピーマン

手作りミックス蒸しパン ハム　 ホットケーキミックス　ドレッシング トマト　マッシュルーム　キャベツ　セロリ 860

牛乳 バター　ケチャップ　ソース　コンソメ ブロッコリー　ヤングコーン　コーン kcal

チヂミ 鶏ひき肉　卵　いか 米　麦　ごま　砂糖　 ほうれん草　ぜんまい　もやし

わかめスープ わかめ　牛乳 ごま油　油　小麦粉 人参　ねぎ　にら　キウイ 710

果物 しょうゆ　 kcal

鶏肉のレモンソース 鶏肉　ビーンズミックス　 米　麦　片栗粉　油　 小松菜　にんにく　キャベツ

じゃこ菜豆炒め 生揚げ　しらす　豆腐 しょうゆ　砂糖　 しめじ　えのきだけ　なめこ 800

きのこ汁　果物 大豆　牛乳 ごま　 ねぎ　レモン　オレンジ kcal

しいら照り焼き しいら　ハム　油揚げ 米　麦　油　コンソメ 人参　ピーマン　キャベツ

千切り野菜ソテー　みそ汁 みそ　牛乳 みりん　しょうゆ セロリー　なす　えのきだけ 690

果物 すいか kcal

チャプチェ　フライドポテト フジザクラポーク　卵 米　麦　油　春雨　じゃがいも 人参　ピーマン　干し椎茸

ふわふわチーズスープ 粉チーズ　ウインナー パン粉　焼き肉のたれ　コンソメ 青梗菜　セロリー　玉ねぎ 800

シュークリーム 牛乳 シュークリーム kcal

餃子 ハム　錦糸卵　牛乳 中華麺　砂糖　ごま きゅうり　もやし　干し椎茸

フルーツ和え ぎょうざ 冷やし中華スープ　 ミカン缶　洋ナシ缶　パイン缶 790

ゼリー　しょうゆ kcal

海藻サラダ 豚肉　かにかま　チーズ 米　麦　じゃがいも　油　ドレッシング 玉ねぎ　トマト　なす

フルーチェ 海藻　牛乳 カレールウ　ケチャップ　ソース 人参　ズッキーニ　オクラ　キャベツ 880

ナタデココ　フルーチェ コーン　カリフラワー　パイン缶　みかん缶 kcal

わかめとツナのごま和え フジザクラポーク　わかめ 米　麦　しらたき　油　砂糖 玉ねぎ　人参　ねぎ　しめじ　グリーンピース

もずくスープ 豆腐　ツナフレーク ごま　ごま油  みりん　酢 きゅうり　コーン　キャベツ 740

果物 もずく　牛乳 しょうゆ あさつき　冷凍みかん kcal

ささみのチーズ揚げ　茹でキャベツ 錦糸卵　刻み海苔　チーズ 米　麦　油　マヨネーズ ゆかり　キャベツ　ほうれん草

野菜の磯和え ふじざくらポーク　みそ 里芋　ドレッシング 枝豆　ブロッコリー　しめじ　人参 880

豚汁　果物 生揚げ　ささみ　牛乳 ごぼう　大根　ねぎ　メロン kcal

鮭のマヨネーズ焼き ツナフレーク　昆布 米　麦　油　砂糖　酢 人参　干し椎茸　玉ねぎ　マッシュルーム

サラダ 鮭　はんぺん マヨネーズ　 コーン　キャベツ　しめじ　 760

すまし汁　元気ヨーグルト あさり　ヨーグルト　牛乳 ドレッシング　 みつば　パセリ　カリフラワー kcal

麻婆なす　バンサンスー 豚挽肉　ささみフレーク 米　麦　片栗粉　ごま　砂糖　 なす　玉ねぎ　ピーマン　人参

豆腐とトマトのスープ 錦糸卵　絹ごし豆腐 麻婆豆腐の素　ごま油　ゼリー にんにく　ねぎ　しょうが　きゅうり 790

はちみつレモンゼリー わかめ　牛乳 春雨　酢　 トマト　コーン kcal

豆腐しゅうまい　 わかめごはんの素　ダイスチーズ 米　麦　油　いりごま　砂糖 枝豆　キャベツ　さやいんげん

いんげんのごま味噌和え しらす干し　かまぼこ みりん えのきだけ　たまねぎ　 690

すまし汁　果物 わかめ　みそ　絹ごし豆腐　牛乳 オレンジ　 kcal

鶏肉のトマト煮 鶏モモ肉　油揚げ 米　麦　ドレッシング　ケチャップ トマト　オクラ　アスパラ

グリーンサラダ みそ　牛乳 じゅがいも　　みりん　さとう キャベツ　ブロッコリー　さやえんどう 750

みそ汁　コーヒーゼリー コーヒーゼリー ミックスベジタブル　黄ピーマン kcal

豚肉の生姜焼き はんぺん　かにかま 米　麦　砂糖　 人参　ほうれんそう　もやし　

切り干し大根の胡麻和え 豚肉　　卵 油　ごま油 玉ねぎ　ピーマン　しめじ　しょうが 760

とうがんのすまし汁　すいか かまぼこ　 牛乳 コンソメ　片栗粉 とうがん　切り干し大根　すいか kcal

鯖の竜田揚げ　 鯖　豚肉　炒り卵 米　麦　片栗粉　ビーフン 生姜　人参　ピーマン　キャベツ

ビーフンの炒め物 油揚げ　みそ　牛乳 コンソメ　カレー粉 かぼちゃ　スナックエンドウ 900

みそ汁　果物 しょうが　バナナ kcal

わかめとチーズのサラダ 牛肉　豚肉 米　麦　　カレールウ 玉ねぎ　にんにく　人参　しょうが　

フルーツ和え チーズ　 コンソメ　さとう　ソース　ドレッシング かぼちゃ　ピーマン　ズッキーニ 860

わかめ　牛乳 オリーブオイル　ゼリー　ナタデココ キャベツ　ブロッコリー　パイン　もも缶　ミカン缶　 kcal

食材料購入等の都合により献立名、材料等が変更になる場合があります。 以上23回 平均

769

kcal

31 金
キーマー
カレー

焼野菜添え
○

29 水 麦ごはん ○

30 木 麦ごはん ○

27 月 枝豆ごはん ○

28 火 麦ごはん ○

23 木 昆布ごはん ○

24 金 麦ごはん ○

21 火 肉丼 ○

22 水 ゆかりごはん ○

17 金 冷やし中華 ○

20 月
夏野菜
カレー

○

15 水 麦ごはん ○

16 木 麦ごはん ○

13 月 ビビンバ丼 ○

14 火 麦ごはん ○

9 木 かやくごはん ○

10 金
ミートソース
スパゲッティ

○

7 火 ちらし寿司 ○

8 水
ライ麦パン
(ブルーベリー

ジャム）
○

3 金 ツナトースト ○

6 月 ハヤシライス ○

1 水 麦ごはん ○

2 木
麦ごはん

○

７月分 学 校 給 食 予 定 献 立 表

日
曜
日

献立名 食品の種類とはたらき

エネルギー

主食 副食
牛
乳

七夕献立


