
１０ 月 の 給 食 目 標
「よくかんで食べよう」

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

魚の菊花焼き ほき　油揚げ　 米　麦　砂糖　マヨネーズ あさつき　ほうれん草　人参

おかか和え みそ　牛乳 さつまいも　ごま　　里芋 もやし　ねぎ　　 750

みそ汁　十五夜ゼリー 卵 ゼリー kcal

蒸しシュウマイ 焼き豚　しゅうまい 中華麺　　プリン 人参　もやし　白菜　しなちく

豆サラダ ビーンズミックス ドレッシング コーン　ねぎ　キャベツ 860

プリン 牛乳 ブロッコリー　赤ピーマン kcal

豚肉の卵炒め 炒り玉子　豚肉 米　麦　油　ごま 玉ねぎ　人参　コーン　さやいんげん

ひじきのサラダ かまぼこ　みそ　ひじき 砂糖　じゃがいも　 切り干し大根　きゅうり　白菜 760

味噌汁　果物 牛乳 マヨネーズ　 ねぎ　洋なし缶 kcal

ささみチーズフライ ささみ　チーズ　ハム　 米　麦　油　　里芋　 コーン　きゅうり　

マカロニサラダ 豚肉　生揚げ　味噌 マヨネーズ ごぼう　大根　人参　ねぎ　 870

豚汁　果物 牛乳 マカロニ りんご kcal

バンサンスー 豚ひき肉　ささみフレーク　　 米　麦　油　片栗粉 干し椎茸　ねぎ　人参

きくらげのスープ 錦糸卵　豆腐　卵 ごま油　春雨　砂糖　ごま コーン　きくらげ　きゅうり 840

果物 うずら卵　牛乳 さつまいも キウイフルーツ kcal

鮭のもろみ味噌漬け 鮭 米　麦　油　砂糖　 かぼちゃ　いんげん

南瓜の甘煮　すまし汁 絹ごし豆腐　みそ コーヒーゼリー ほうれん草　たまねぎ 690

手作りコーヒーゼリー 牛乳 kcal

ほうれん草オムレツ 卵 食パン　ジャム 玉ねぎ　ブロッコリー

ミモザサラダ　果物 ベーコン　ビーンズミックス ドレッシング　マヨネーズ カリフラワー　ほうれん草 770

アスパラとベーコンのスープ 生クリーム　牛乳 じゃがいも きゅうり　人参　アスパラ　バナナ kcal

厚揚げのみそグラタン 生揚げ　豚挽肉　みそ 米　麦　砂糖　ごま カリフラワー　しめじ　玉ねぎ

キャベツの胡麻和え チーズ　豆腐　わかめ キャベツ 820

すまし汁　ヨーグルト ヨーグルト　牛乳 えのきだけ　ねぎ kcal

豚肉と根菜の炒め物 豚肉　生揚げ 米　麦　ごま油　砂糖 大根　れんこん　玉ねぎ

ごま和え かにかま　味噌　 こんにゃく　ふ　ごま 人参　さやいんげん　ほうれん草 840

みそ汁　蒸しケーキ 牛乳 蒸しケーキ ブロッコリー　小松菜　えのきだけ　 kcal

鶏照り焼き　ひじきの煮物 鶏肉　ひじき　納豆 米　麦　　ごま　　油　 人参　さやいんげん　

玉ねぎとわかめの味噌汁 油揚げ　ちくわ　味噌 砂糖　ゼリー　こんにゃく 玉ねぎ　 840

リンゴゼリー わかめ　牛乳 　 kcal

赤魚みそ粕焼き 赤魚　みそ　豆腐 米　麦　砂糖　油 もやし　人参　しいたけ　　

マーミナーチャンプルー 豚肉　卵　もずく　なると あさつき　パイン缶 830

もずくスープ　果物 牛乳 kcal

鶏のから揚げレモン醤油 鶏肉　卵　　のり 米　麦　砂糖　マヨネーズ しょうが　レモン　ほうれん草

野菜の磯和え 油揚げ　みそ ドレッシング　ゼリー 枝豆　ブロッコリー　しめじ 840

味噌汁　手作りオレンジゼリー 牛乳 人参　えのきだけ　ねぎ kcal

いかの生姜焼き いか　鶏小間肉 米　麦　つきこんにゃく　 しょうが　ごぼう　人参

五目きんぴら みそ　牛乳 ごま油　砂糖　ごま ピーマン　大根　ねぎ 680

味噌汁　果物 りんご kcal

豚肉のしょうが炒め 豚肉　油揚げ 米　麦　油　ごま　砂糖 生姜　もやし　人参　玉ねぎ　ピーマン

切り干し大根のごま酢 とろろ昆布　牛乳 しめじ　切り干し大根　干し椎茸 750

とろろ昆布汁　果物 きゅうり　あさつき　オレンジ kcal

カリフラワーサラダ 白身魚　鶏小間肉 丸パン　油　タルタルソース キャベツ　カリフラワー

さつまいものシチュー 生クリーム　牛乳 さつまいも　ベシャメルソース きゅうり　にんじん　たまねぎ　 780

果物 マヨネーズ　ドレッシング しめじ　バナナ kcal

鶏肉のトマト煮 鶏肉　 米　麦　砂糖　マーガリン トマト　キャベツ　ブロッコリー

野菜サラダ 牛乳 ドレッシング 赤ピーマン　玉ねぎ　人参 680

野菜スープ　果物 チンゲンサイ　ヤングコーン　洋ナシ缶 kcal

ブロッコリーのアーモンド和え ベーコン　 バター　オリーブ油　スパゲティ しめじ　えのきだけ　玉ねぎ

キャベツスープ ツナ　牛乳 アーモンド　砂糖 生しいたけ　ピーマン　ブロッコリー 740

油 カリフラワー　キャベツ　人参　コーン　 kcal

ごぼうの煮物 鶏肉　豆腐　卵 米　麦　油　こんにゃく ほうれん草　ごぼう　人参

すまし汁 わかめ　牛乳 ゼリー　砂糖 しいたけ　たまねぎ 820

手作りストロベリーゼリー kcal

豚肉のすき焼き風煮 豚肉　焼き豆腐 米　麦　しらたき ねぎ　白菜　きゅうり　キャベツ

わかめとツナの胡麻和え ツナ　わかめ　牛乳 ごま　砂糖　ごま油 コーン　玉ねぎ　小松菜 740

すまし汁　果物 えのき　オレンジ kcal

わかめサラダ 甲州牛　ヨーグルト 米　麦　じゃがいも たまねぎ　人参　コーン

ヨーグルト和え わかめ　牛乳 カレールウ　ドレッシング しめじ　ブロッコリー　 870

油 キャベツ　バナナ　パイン缶　みかん缶 kcal

さんまのみりん漬け さんま　鶏肉 米　麦　こんにゃく　 れんこん　たけのこ　人参

筑前煮 豚肉　牛乳 砂糖　油　さつまいも しいたけ　さやいんげん 870

さつま汁　柿 里芋 だいこん　ねぎ　柿 kcal

かぼちゃコロッケ コロッケ　卵　 米　麦　油 キャベツ　ブロッコリー

野菜サラダ チーズ　ツナ パン粉　ハロウィンプリン セロリー　たまねぎ 880

ふわふわチーズスープ　ハロウィンプリン ウインナー　牛乳 ドレッシング 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。 789
以上　22回 kcal

１０ 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

1 木
さつまいも

ご飯
○

2 金 ラーメン ○

5 月 麦ごはん ○

6 火 麦ごはん ○

7 水
麻婆豆腐ど

んぶり
○

8 木 麦ごはん ○

9 金 食パン
(ジャム）

○

12 月 麦ごはん ○

13 火 麦ごはん ○

14 水 納豆ごはん ○

15 木 麦ごはん ○

16 金 麦ごはん ○

19 月 麦ごはん ○

20 火 麦ごはん ○

21 水
フィッシュ
バーガー

○

22 木 麦ごはん ○

23 金
きのこスパ

ゲティ
○

26 月
三食

どんぶり
○

27 火 麦ごはん ○

28 水
甲州牛の
ビーフ
カレー

○

29 木 麦ごはん ○

30 金 麦ごはん ○

十五夜献立

ハロウィン献立

小学部4年
リクエスト

小学部２年
リクエスト


