
 ９月の給食目標
　　　　「好き嫌いなく何でも食べよう」

令和2年度

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

麻婆なす 豚肉　なると 米　麦　ごま油　麻婆豆腐の素 なす　玉ねぎ　ピーマン　人参

ブロッコリーのナッツ和え 牛乳 砂糖　ごま　片栗粉 にんにく　しょうが　ねぎ　ブロッコリー 700

なるとのすまし汁　果物 ピーナッツ きゅうり　えのきだけ　小松菜　パイン kcal

しいらごま照り焼き しいら　油揚げ　みそ 米　麦　油　砂糖　ごま ごぼう　人参　さやいんげん　

ごぼうの煮物 牛乳 こんにゃく　 干し椎茸　なす　えのき　 710

みそ汁　果物 オレンジ kcal

春巻き 豚肉　ささみフレーク　 米　麦　油　ごま油　砂糖 切り干し大根　ほうれん草　たけのこ

アーモンド和え 牛乳 アーモンド　春巻きの皮　春雨 人参　ザーサイ　ねぎ　 710

ザーサイスープ　果物 酢　 しょうが　梨 kcal

野菜の磯和え 豚肉　ウインナー うどん　ごま油　砂糖　ごま 干し椎茸　ねぎ　キャベツ　しょうが

ポトフ みそ　ベーコン　牛乳 片栗粉　マヨネーズ　ドレッシング にんにく　ほうれんそう　えだまめ　玉ねぎ 840

焼プリンタルト じゃがいも　タルト しめじ　ブロッコリー　人参　 kcal

わかめとチーズのサラダ 豚肉　えび　うずら卵 米　麦　油　砂糖　中華だし 白菜　たけのこ　人参　ねぎ

ワンタンスープ わかめ　チーズ 酒　片栗粉　 きくらげ　しょうが　玉ねぎ 750

ヨーグルト　 ヨーグルト　牛乳 ワンタン　ドレッシング 赤ピーマン　黄ピーマン　キャベツ　にら kcal

鶏肉の味噌焼き　茹でブロッコリー 鶏もも肉　みそ　 米　麦　栗　砂糖　ごま ブロッコリー　ねぎ　人参

卯の花炒り おから　　 油　こんにゃく　梨ゼリー 玉ねぎ　ミックスベジタブル 760

すまし汁　梨ゼリー 絹ごし豆腐　牛乳 ほうれん草　 kcal

さんま蒲焼きたれかけ さんま　大豆 米　麦　片栗粉　油 生姜　ごぼう　人参　しめじ

五目煮豆　 昆布　みそ　牛乳 こんにゃく　砂糖　ごま えのきだけ　なめこ　ねぎ 910

きのこ汁　果物 さやいんげん　プルーン kcal

焼き肉 豚肉　絹ごし豆腐　みそ 米　麦　油　砂糖　焼ふ　 キャベツ　玉ねぎ　ピーマン　ごぼう　

ごぼうサラダ わかめ　 焼き肉のたれ　マヨネーズ もやし　人参　しめじ　きゅうり　 810

みそ汁　ぶどう 牛乳 ケチャップ　ごま　 ぶどう（シャインマスカット） kcal

野菜のマリネ 豚肉　粉チーズ　 スパゲティ　オリーブ油　 玉ねぎ　人参　にんにく　

フルーツミックス 牛乳 コンソメ　ソース　片栗粉　 パセリ　トマト　赤パプリカ　ブロッコリー 825

ケチャップ　酢　油　　 キャベツ　洋ナシ缶　みかん缶　パイン缶 kcal

豆サラダ ハンバーグ 米　麦　油　じゃがいも 玉ねぎ　人参　キャベツ

手作りももゼリー ビーンズミックス　牛乳　 カレールウ　ケチャップ　ソース 枝豆　赤ピーマン 830

ドレッシング　ももゼリー ブロッコリー kcal

シューマイ 豚肉　　 米　麦　油　ごま　砂糖 人参　白菜　つぼ漬け　ねぎ

キャベツのごま和え しゅうまい　牛乳 キャベツ　さやいんげん　ほうれん草 760

ポパイスープ　果物 えのきだけ　コーン　パイン kcal

あんかけかに玉 卵　かにかま　わかめ 米　麦　油　砂糖　片栗粉 たけのこ　玉ねぎ　人参　しょうが

もやしのナムル 木綿豆腐　牛乳 ごま　ケチャップ　酢　 ネギ　干し椎茸　もやし 720

わかめスープ　果物 ドレッシング 小松菜　ぜんまい　オレンジ kcal

チキン照り焼き 鶏肉　 米　麦　 キャベツ　アスパラ

ドレッシングサラダ 油揚げ　絹ごし豆腐 ドレッシング　ゼリー きゅうり　コーン　赤ピーマン 780

みそ汁　ぶどうゼリー みそ　牛乳 ごま ほうれん草 kcal

いかの生姜焼き 油揚げ　いか　木綿豆腐 米　麦　里芋　ごま　 人参　しめじ　舞茸　しょうが

きゅうりとセロリの炒め物 牛乳 酢　砂糖　おはぎ きゅうり　セロリー　ごぼう 780

けんちん汁　おはぎ 大根　スナックエンドウ kcal

厚揚げのきのこソースがけ 生揚げ　豚肉　かにかま 米　麦　砂糖　片栗粉　ごま 生姜　しめじ　えのきだけ　まいたけ

ごま和え 油揚げ　みそ　牛乳 里芋 ほうれん草　人参　ブロッコリ－ 730

みそ汁(里芋）　果物 さやえんどう　オレンジ kcal

コロッケ しいら　大豆　生揚げ 米　麦　油　こんにゃく 小松菜　キャベツ

じゃこ菜豆炒め しらす　豚肉　みそ ごま　さといも　ソース 大根　にんにく 790

豚汁　果物 ビーンズミックス　牛乳 人参　ネギ　バナナ kcal

なすのミートグラタン 豚肉　きなこ　 パン　油　砂糖　ケチャップ 玉ねぎ　なす　干し椎茸

水餃子スープ チーズ　餃子 シチュールウ 人参　トマト　にんにく　しょうが 870

マンゴー 牛乳 ごま　 キャベツ　ねぎ　にら　もやし　マンゴー kcal

豚肉のしょうが炒め 豚肉　油揚げ 米　麦　油　ごま　ドレッシング 生姜　もやし　人参　玉ねぎ　ピーマン

切り干し大根のサラダ とろろ昆布　牛乳 しめじ　切り干し大根　干し椎茸 760

とろろ昆布汁　果物 きゅうり　あさつき　なし kcal

野菜のゆかり和え 鶏肉　卵 米　麦　酒　砂糖 しょうが　玉ねぎ　小松菜

みそ汁 油揚げ 里芋　ゼリー 人参　もやし　きゅうり　 790

手作り青りんごゼリー 牛乳 ゆかり　スナックエンドウ kcal

タンドリーチキン 鶏肉　粉チーズ　チーズ パン　油　ケチャップ　 玉ねぎ　にんにく　人参

シーザーサラダ ヨーグルト　ハム カレー粉　砂糖　クルトン きゅうり　キャベツ　赤ピーマン 610

ボルシチ　チーズ ビーンズミックス　牛乳 ドレッシング　じゃがいも　バター トマト　しょうが kcal

平均

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20回 770

kcal

29 火
甲州地どりの

親子丼
○

30 水 ライ麦パン ○

25 金
揚げパン

（きなこ）
○

28 月 麦ごはん ○

23 水 麦ごはん ○

24 木 麦ごはん ○

17 木 麦ごはん ○

18 金 きのこごはん ○

15 水 キムタクごはん ○

16 水 麦ごはん ○

11 金
ミートソース
スパゲティ

○

14 月 ハンバーグカレー ○

9 水 麦ごはん ○

10 木 麦ごはん ○

7 月 中華丼 ○

8 火 麦ごはん ○

3 木 麦ごはん ○

4 金 じゃじゃ麺 ○

1 火 麦ごはん ○

2 水
麦ごはん

（ふりかけ）
○

９ 月 分 学 校 給 食 予 定 献 立 表 　山梨県立やまびこ支援学校

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

お彼岸献立

中2－１リクエスト

中1－１リクエスト

A組 リクエスト


