
地産地消の取り組みとして、
国産、山梨県産のものを使用するように心がけています。

３月の給食目標「食べ物を大切にしよう」
「一年間の食事を振り返ろう」

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

福神漬け シーフードミックス 米　麦　じゃがいも　油 人参　玉ねぎ　きゅうり 大根

海藻とレンコンのサラダ ツナフレーク　海藻 ドレッシング　マヨネーズ れんこん　コーン　みかん缶 760

フルーツ和え 牛乳 カレールウ　ケチャップ　ナタデココ パイン缶　 kcal

富士の介西京漬け うなぎ　刻みのり　かにかま 米　麦　砂糖　片栗粉 人参　小松菜

菜の花のごま和え はんぺん　あさり　卵　 みりん　ごま ほうれん草　菜の花　 820

すまし汁　ひなあられ 富士の介　牛乳 ひなあられ しめじ kcal

レモン和え 豚ひき肉　押し豆腐 米　麦　油　片栗粉 干し椎茸　ねぎ　人参　コーン

きくらげのスープ かまぼこ　油揚げ ごま油　砂糖　ごま ほうれん草　しめじ　レモン汁 790

果物 うずら卵　牛乳 麻婆豆腐の素 きくらげ　バナナ kcal

肉団子酢豚 ささみフレーク　錦糸卵 米　麦　じゃがいも　ケチャップ 玉ねぎ　人参　たけのこ　ピーマン

バンサンスー 木綿豆腐　ハム　肉団子 油　片栗粉　ごま油　春雨 きくらげ　きゅうり　 815

豆腐の中華スープ　マーラーカオ 牛乳 砂糖　ごま　マーラーカオ きゅうり　干し椎茸　 kcal

鶏のから揚げ 鶏肉　卵　きざみのり 米　麦　油　片栗粉 しょうが　にんにく　ほうれん草

野菜の磯和え ウインナー　粉チーズ マヨネーズ　ドレッシング 枝豆　ブロッコリー　しめじ 900

ふわふわチーズスープ　チョコタルト 牛乳 パン粉　タルト 人参　セロリー　玉ねぎ kcal

エビフライ　茹キャベツ 小豆　えび　卵　鶏肉 米　麦　ごま　小麦粉 キャベツ　ごぼう　れんこん

五目きんぴら なると　牛乳 パン粉　油　こんにゃく　ソース ピーマン　人参　ほうれん草 790

すまし汁　お祝いケーキ ごま油　ごましお　ケーキ kcal

焼き魚(ミナミカゴカマス治部焼き） ミナミカゴカマス　みそ 米　麦　油　砂糖 切り干し大根　人参　干し椎茸

切り干し大根の煮物 さつま揚げ　刻み昆布 焼麩 水かけ菜　えのきだけ 690

みそ汁　果物 牛乳 いちご kcal

海藻サラダ 豚肉　チーズ　 やきそば麺　油 キャベツ　もやし　人参　ピーマン

ザーサイスープ 海藻ミックス　ヨーグルト 焼きそばソース 玉ねぎ　コーン　きゅうり 670

ヨーグルト 牛乳 ドレッシング ザーサイ　クレソン 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　バナナ 730

果物 kcal

カレイのムニエル わかめ　カレイ　凍り豆腐 米　麦　油　小麦粉 干し椎茸　スナックエンドウ

凍り豆腐の含め煮 さつま揚げ　木綿豆腐 こんにゃく　砂糖 人参　ごぼう　大根　パイン 800

けんちん汁　果物 油揚げ　牛乳 里芋　マーガリン kcal

煮込みハンバーグ ハンバーグ　豆ミックス ライ麦パン　じゃがいも　バター　油 マッシュルーム　玉ねぎ　人参

シーザーサラダ ハム　豚肉　チーズ ケチャップ　ソース きゅうり　キャベツ　赤ピーマン 720

ボルシチ　チーズ 牛乳 クルトン　ドレッシング トマト kcal

胡麻ドレサラダ 鶏肉　ささみフレーク 米　麦　油　砂糖 カリフラワー　もやし

みそ汁　 海藻ミックス　油揚げ 里芋　 赤ピーマン　玉ねぎ 760

果物 卵　みそ　牛乳 ドレッシング スナックエンドウ　清見オレンジ kcal

ヤンニョムチキン 鶏肉　牛乳 米　麦　片栗粉　ドレッシング ねぎ　小松菜　しゅんぎく　もやし

ナムル 油　砂糖　いりごま　 人参　ぜんまい水煮　にら 850

ワンタンスープ　手作りメロンゼリー ケチャップ　ワンタン　ゼリー きくらげ　　 kcal

揚げ出し豆腐 油揚げ　揚げ出し豆腐 米　麦　砂糖　油 たけのこ　干し椎茸　人参

キャベツのゆかり和え 豚ひき肉　かまぼこ 片栗粉　焼麩　今川焼 枝豆　キャベツ　きゅうり　 830

すまし汁　今川焼 わかめ　牛乳 ゆかり　菜の花 kcal

鮭のマヨネーズ焼き 鮭　ひじき　油揚げ 米　麦　マヨネーズ 玉ねぎ　マッシュルーム　コーン　

ひじきの炒り煮 竹輪　もずく　ほたて貝柱 こんにゃく　油　砂糖 人参　さやえんどう　あさつき 700

もずくのスープ　果物 牛乳 片栗粉 オレンジ kcal

野菜サラダ 豚ひき肉　　ツナフレーク スパゲティ　油　ドレッシング 玉ねぎ　人参　セロリー　にんにく

なめらかプリン 粉チーズ バター　プリン パセリ　マッシュルーム　トマト 800

牛乳 ケチャップ　ソース キャベツ　ブロッコリー　赤ピーマン　ヤングコーン kcal

平均

以上　１6回 778

kcal

22 月 竹の子ご飯 ○

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。

23 火 麦ごはん ○

24 水
スパゲティ

ミートソース
○

18 木 親子丼 ○

19 金 麦ごはん ○

16 火 わかめご飯 ○

17 水 ライ麦パン ○

12 金 焼きそば ○

15 月 ビビンバ丼 ○

9 火 赤飯 ○

11 木
麦ごはん
ふりかけ

○

5 金 麦ごはん ○

8 月 麦ごはん ○

2 火 ちらし寿司 ○

4 木
麻婆豆腐どん

ぶり
○

日
曜
日

献立名 食品の種類とはたらき

1 月
シーフード

カレー
○

エネルギー

主食 副食
牛
乳

３月分 学 校 給 食 予 定 献 立 表

ひなまつり献立

富士の介 給食初登場

卒業お祝い献立

高３年リクエスト献立

人気メニューNO.1

人気メニュー投票No.2

人気メニュー投票No.４

人気メニュー投票No.2

人気メニュー投票No.４



３月の給食目標「食べ物を大切にしよう」

日 曜日 朝　　　食 夕　　　食

1 月
★ゆうせいくん準特賞デザートリクエスト
ごはん　魚のマヨネーズ焼き　白菜と豚肉の
煮物　けんちん汁　ワッフル

2 火 パン　コーンスープ　たらこポテト
野菜サラダ　ヨーグルト

4 木
★かなちゃん特賞おかずリクエスト
ごはん　煮込みハンバーグ　マカロニサラダ
トマトスープ　いちご

5 金 ごはん　みそ汁　目玉焼き
大根の煮物　ヤクルト

8 月 ごはん　さばの煮付け　五目きんぴら　すま
し汁　キウイフルーツ

9 火 ごはん　みそ汁　納豆　焼き海苔
かぶの煮物　しらす和え　チーズ

三色丼　グリーンサラダ
サイコロスープ　バナナ

10 水 ごはん　みそ汁　凍り豆腐の卵とじ
いんげんのマヨネーズ和え　漬物

ごはん　すきやき風煮　ポパイスープ
ツナのレモン和え　ミルメーク

11 木 ごはん　みそ汁　カリフラワーの塩炒め
ウィンナー　煮豆

ごはん　春巻き　きゅうりのごま酢和え　ネ
ギ塩スープ　オレンジ

12 金 食パン　コーンスープ　オムレツ
もやしソテー　ヨーグルト

（１０日昼食）　ハヤシライス　らっきょう
漬け　ジュリアンソテー　いちご

15 月 チャーハン　きくらげスープ　ツナサラダ
しゅうまい　キウイフルーツ

16 火 ごはん　みそ汁　さばのみぞれ煮　竹輪ソ
テー　ふりかけ

ごはん　鶏の照り焼き　フライドポテト
サラダ　みそ汁　ヤクルト

17 水 ごはん　みそ汁　納豆　焼き海苔
こかぶのそぼろ煮　ジョア

ごはん　いか大根　ひじきのマリネ
ラーメン汁

18 木 ごはん　みそ汁　目玉焼き
小松菜五目炒め　チーズ

ごはん　鮭のホイル焼き　もやしのカレー炒
め　豚汁　リンゴ

19 金 ごはん　みそ汁　ソーセージソテー
大根の煮物　煮豆

22 月 カレーうどん　かぶのたらこ和え
湯豆腐　ヤクルト

23 火 ごはん　みそ汁　厚揚げの卵とじ
ほうれん草のおひたし　昆布の佃煮

ピラフ　鶏のみそ焼き　胡麻和え
卵スープ　パイン缶

24 水 パン　コーンスープ　オムレツ
ジャーマンポテト　ヨーグルト

ごはん　焼肉　湯豆腐　こかぶの即席漬け
みそ汁

25 木 ごはん　みそ汁　鮭の塩焼き
凍り豆腐の含め煮　漬物

山梨県立やまびこ支援学校

＊献立は都合により変更になる場合があります。


