
１１月の給食目標「マナーを考えて食べよう」

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

豆サラダ 鶏肉　たまご 米　麦　油　ドレッシング 玉ねぎ　ミックスベジタブル　人参

コンソメスープ　 ビーンズミックス　 ケチャップ　シュークリーム マッシュルーム　ブロッコリー　 730

シュークリーム ウインナー　牛乳 ソース 枝豆　キャベツ　赤ピーマン　 kcal

わかめの胡麻和え ちくわ　たまご　わかめ　 米　麦　油　 きゅうり　コーン　キャベツ

もずくスープ 豆腐 さつまいも　いりごま 長ネギ　もも缶 780

果物 もずく　牛乳 kcal

ハンバーグのピザ焼き ハンバーグ 米　麦　 油　砂糖　 玉ねぎ　人参　ピーマン　もやし

野菜のマリネ チーズ　 ピザソース　ケチャップ キャベツ　にら　黄ピーマン　赤ピーマン 790

もやしのスープ　果物 牛乳 ブロッコリー　レモン汁　　オレンジ kcal

さばカレー醤油焼き さば　 米　麦　こんにゃく 人参　さやいんどう　玉ねぎ

がんもどきの煮物 がんもどき 砂糖 小松菜　パイン 820

みそ汁　果物 牛乳 kcal

鶏肉のピーナッツがらめ 鶏肉　ささみ 米　麦　油　ごま油 人参　きゅうり　きくらげ

バンサンスー 卵　 砂糖　いりごま　 チンゲンサイ 830

中華スープ　手作りグレープゼリー 牛乳 ピーナッツ　春雨　ゼリー kcal

鮭のマヨネーズ焼き 鮭　生揚げ 米　麦　 干し椎茸　人参　たまねぎ　コーン

厚揚げの煮物 みそ 油　こんにゃく　砂糖 さやいんどう　えのきだけ　ねぎ　 790

みそ汁　果物 牛乳 マヨネーズ しめじ　マッシュルーム　バナナ kcal

回鍋肉 豚肉　みそ 米　麦　ごま油　ごま キャベツ　玉ねぎ　人参　にら

アーモンド和え 牛乳 ワンタン　ゼリー　砂糖 ピーマン　ねぎ 800

ワンタンスープ　手作りオレンジゼリー アーモンド粉 しょうが　もやし　ほうれん草 kcal

イカフライ いか　豆腐 米　麦　油　ごま油 切り干し大根　ほうれん草

切り干し大根のごまあえ 油揚げ　牛乳 砂糖　ソース　いりごま 人参　ごぼう　大根　スナックえんどう 810

けんちん汁　ヨーグルト ヨーグルト　 里芋 kcal

野菜サラダ 豚肉　生クリーム 米　麦　油　ケチャップ たまねぎ　しめじ　マッシュルーム

フルーツミックス ツナフレーク　 ハヤシルウ 人参　にんにく　トマト　みかん缶 830

牛乳 ソース　ドレッシング きゃべつ　コーン　なし　パイン缶 kcal

しゅうまい 豚肉　油揚げ　 うどん　ごま油　砂糖 キムチ　キャベツ　人参　大根

もやしのナムル しゅまい　牛乳 ドレッシング　 ごぼう　ねぎ　にんにく　もやし 690

マロンケーキ マロンケーキ 小松菜　ぜんまい　 kcal

唐揚げ 鶏肉　卵　刻みのリ 米　麦　油　　麩 しょうが　にんにく　ブロッコリー

野菜の磯和え　　　バナナ 豆腐　みそ マヨネーズ　ドレッシング ほうれんそう　えだまめ 870

じゃがいも・ふ・豆腐のみそ汁 牛乳 じゃがいも　 しめじ　人参　バナナ kcal

餃子 卵　ぎょうざ　 米　麦　油　 ほうれん草　ぜんまい　もやし

わかめスープ 鶏肉　　わかめ 砂糖　いりごま 人参　長ネギ 740

果物 牛乳 キウイフルーツ kcal

肉団子とブロッコリーのトマト煮 ビーンズミックス パン　油　 ブロッコリー　にんにく　玉ねぎ　人参

コールスローサラダ 肉団子　　ハム　牛乳 砂糖　ドレッシング さやいんげん　しめじ　トマト缶　キャベツ 760

フルーツヨーグルト ヨーグルト ケチャップ　 コーン　パイン缶　みかん缶　なし缶 kcal

チンジャオロース ハム　豚肉　いわし 米　麦　油　砂糖　 たけのこ　ピーマン　人参

わかめサラダ 豆腐　牛乳 片栗粉　 コーン　しめじ　ブロッコリー 740

豆腐の中華スープ　ミニフィッシュ わかめ ドレッシング きぇべつ　干しシイタケ kcal

花野菜サラダ 豚肉いか　 中華麺　油　ゼリー キャベツ　もやし　人参　ブロッコリー

ザーサイスープ かにかま　チーズ ドレッシング ピーマン　玉ねぎ　コーン 670

手作りレモンゼリー 牛乳 ソース ザーサイ　ねぎ　カリフラワー kcal

きのこサラダ　 豚肉 米　麦　じゃがいも　ナタデココ 玉ねぎ　人参　エリンギ　しめじ

フルーツミックス ハム 油　カレールウ　ケチャップ キャベツ　コーン 800

牛乳 ソース　ドレッシング りんご缶　みかん缶 kcal

あんかけニラ玉 卵　ハム　ささみフレーク 米　麦　油　砂糖　ごま しょうが　にら　人参　ねぎ

春雨サラダ 錦糸卵　牛乳 片栗粉　春雨　ゼリー マッシュルーム　玉ねぎ 780

竹の子スープ　ラフランスゼリー ケチャップ　 きゅうり　たけのこ　干し椎茸 kcal

揚げ出し豆腐　　　たい焼き ちくわ　かまぼこ　 米　麦　片栗粉　油 人参　しめじ　干しシイタケ

レモン和え 豆腐　　豚肉　みそ 砂糖　　さつまいも 枝豆　ほうれん草　レモン汁 850

さつまいものみそ汁 牛乳 たい焼き ねぎ　 kcal

白糸たらしょうが醤油焼き 白糸たら生姜醤油漬け　みそ 米　麦　油　ごま 小松菜　にんにく　キャベツ

じゃこ菜豆炒め ビーンズミックス　大豆　生揚げ ねぎ　バナナ 815

みそ汁　果物 しらす干し　豆腐　わかめ　牛乳 kcal

鶏の照り焼き 鶏肉　さつまあげ 米　麦　油 ゆかり　切り干し大根　干し椎茸

切り干し大根の煮物 ベーコン　牛乳 砂糖　ごま　もち麦 ミックスベジタブル 780

大麦入りスープ　果物 玉ねぎ　人参　オレンジ kcal

野菜コロッケ コロッケ　つみれ 米　麦　じゃがいも きゃべつ　れんこん　ピーマン

レンコンのきんぴら 牛乳 油　ソース　こんにゃく 人参　ねぎ　ごぼう 850

つみれ汁　果物 いりごま リンゴ缶 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。 780

以上21回 kcal

25 水 かやくご飯 ○

30 月 麦ごはん ○

26 木 麦ごはん ○

27 金 ゆかりごはん ○

23 月
カレー
ライス

○

24 火 麦ごはん ○

19 木 麦ごはん ○

20 金 焼きそば ○

17 火 ビビンバ丼 ○

18 水 黒パン ○

13 金 チゲ鍋うどん ○

16 月 麦ごはん ○

11 水 麦ごはん ○

12 木 ハヤシライス ○

9 月 麦ごはん ○

10 火 麦ごはん ○

5 木 麦ごはん ○

6 金 麦ごはん ○

3 火 天丼 ○

4 水 麦ごはん ○

日
曜
日

献立名 食品の種類とはたらき

2 月 オムライス ○

エネルギー

主食 副食
牛
乳

11 月 分 学 校 給 食 予 定 献 立 表

絵本給食(オムライスパーティー）

絵本給食(おばけのてんぷら）

小１リクエスト給食

小学部A組リクエスト給食



１１月の給食目標「マナーを考えて食べよう」

日 曜日 朝　　　食 夕　　　食

2 月 ごはん　みそ汁　手作り肉団子
大根サラダ　果物

3 火 ごはん　みそ汁　焼き魚
きゅうりのあえ物　ふりかけ

焼きうどん　きくらげのスープ
ごま和え　ヨーグルト

4 水 ごはん　みそ汁　錦糸シュウマイ
ブロッコリーのソテー　ふりかけ

里芋ごはん　みそ汁　玉子の甘酢あん
ごま和え

5 木 ごはん　みそ汁　ミートボール
麩と野菜の卵とじ　ゆかり和え

ごはん　豆腐のスープ　野菜と肉のみそ炒め　さつ
まあげと大根の煮物　おひたし

6 金 パン　オムレツ　野菜のソテー
コーンスープ　ヤクルト

9 月 カレーライス　ジュリアンソテー　果物

10 火 パン　オニオンスープ　チキンオーブン焼
野菜サラダ

ごはん　けんちん汁　焼き魚
あさりとポテトの炒めもの　キャラメルパンナコッタ

11 水 ごはん　みそ汁　目玉焼き
野菜炒め　うずら豆煮　ジョア

ごはん　ぎょうざ
海藻サラダ　中華スープ　果物

12 木 ごはん　みそ汁　つくね串　煮浸し
漬物

ほうとう　天ぷら　グリーンサラダ
原宿ドッグ

13 金 ごはん　みそ汁　オムレツ　野菜炒め
漬物

16 月

17 火 ごはん　みそ汁　納豆　焼きのり　もやしと
ピーマンのソテー　のり佃和え

ごはん　鶏肉のソテーキノコソース
マカロニサラダ　野菜スープ　果物

18 水 ごはん　みそ汁　焼き魚　里芋の煮物
たくあん　果物

スパゲティナポリタン　ブロッコリーサラダ
ホワイトシチュー　オレンジジュース

19 木 パン　豆スープ　ボイルウインナー
ツナサラダ　ジョア

ごはん　コロッケ　白菜とツナの煮物
トマトスープ　果物

20 金 ごはん　みそ汁　目玉焼き
焼き豆腐の煮もの　ふりかけ

23 月 ごはん　みそ汁　焼肉　湯豆腐
こかぶの即席漬け

24 火 ごはん　なめこ汁　焼き魚
かぼちゃの煮もの　漬物

ごはん　煮込みハンバーグ　カレー炒め
かきたまスープ　果物

25 水 ごはん　みそ汁　カリフラワーの塩炒め　信田
煮　佃煮

ビビンバ　豆腐のキムチ炒め
きくらげのスープ　ヤクルト

26 木 パン　野菜スープ　ポテトカップグラタンド
レッシング和え　ヨーグルト

三色丼　がんも煮　ホットサラダ　すまし汁

27 金 ごはん　みそ汁　野菜の卵とじ
なめたけ和え　ふりかけ

30 月 塩野菜ラーメン　餃子　ごま和え
果物
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