
東京都立町田の丘学園校長
三浦　昭広

＊牛乳は毎日つきます。
ｴﾈﾙｷﾞｰ ｴﾈﾙｷﾞｰ

ｋcal ｋcal 力や熱のもとになる からだをつくる 体の調子を整える

ハヤシライス ハヤシライス（軟飯） ハヤシライス（おかゆ）

大根とホタテのサラダ 大根とホタテのサラダ 大根とホタテのサラダ

果物（梨の予定） 果物（梨の予定） 果物（梨の予定）

御飯 軟飯 おかゆ

豚すき焼き風煮 豚すき焼き風煮 豚すき焼き風煮

ごま酢和え ごま酢和え ごま酢和え

果物（梨の予定） 果物（梨の予定） 果物（梨の予定）

中華御飯 中華御飯（軟飯） 中華御飯（おかゆ）

えびのチリソース えびのチリソース えびのチリソース

春雨中華スープ 春雨中華スープ 春雨中華スープ

親子丼 親子丼（軟飯） 親子丼（おかゆ）

大豆とひじきの煮物 大豆とひじきの煮物 大豆とひじきの煮物

きのこ汁 きのこ汁 きのこ汁

黒砂糖パン パンがゆ パンがゆ（中期的はおかゆ）

マカロニのクリーム煮 マカロニのクリーム煮 マカロニのクリーム煮

コーンサラダ コーンサラダ コーンサラダ

果物（りんごの予定） 果物（りんごの予定） 果物（りんごの予定）

＜重陽の節句献立＞ ＜重陽の節句献立＞ ＜重陽の節句献立＞

栗御飯 栗御飯（軟飯） 栗御飯（おかゆ）

魚の薬味焼き 魚の薬味焼き 魚の薬味焼き

菊としらすの和え物 菊としらすの和え物 菊としらすの和え物

味噌汁 味噌汁 味噌汁

＜十五夜献立＞ ＜十五夜献立＞ ＜十五夜献立＞

御飯 軟飯 おかゆ

とりの照り焼き とりの照り焼き とりの照り焼き

おかか和え おかか和え おかか和え

いものこ汁　果物（梨の予定） いものこ汁　果物（梨の予定） いものこ汁　果物（梨の予定）

チャーハン チャーハン（軟飯） チャーハン（おかゆ）

春雨中華サラダ 春雨中華サラダ 春雨中華サラダ

中華スープ 中華スープ 中華スープ

御飯 軟飯 御飯（おかゆ）

魚のごま味噌焼き 魚のごま味噌焼き 魚のごま味噌焼き

しらす入り和風サラダ しらす入り和風サラダ しらす入り和風サラダ

すまし汁 すまし汁 すまし汁

♪ソース焼きそば ソース焼きそば（軟らか中華麺） ソース焼きそば（軟らか冷麦）

もずく汁 もずく汁 もずく汁

果物（りんごの予定） 果物（りんごの予定） 果物（りんごの予定）

御飯 軟飯 おかゆ

肉豆腐 肉豆腐 肉豆腐

からし和え からし和え からし和え

果物（梨の予定） 果物（梨の予定） 果物（梨の予定）

御飯 軟飯 おかゆ

厚揚げと豚肉の味噌炒め 厚揚げと豚肉の味噌炒め 厚揚げと豚肉の味噌炒め

わかめスープ わかめスープ わかめスープ

あしたばパン パンがゆ パンがゆ（中期的はおかゆ）

ポークビーンズ ポークビーンズ ポークビーンズ

ツナサラダ ツナサラダ ツナサラダ

果物（りんごの予定） 果物（りんごの予定） 果物（りんごの予定）

御飯 軟飯 おかゆ

魚の七味焼き 魚の七味焼き 魚の七味焼き

のり和え のり和え のり和え

かきたま汁 かきたま汁 かきたま汁

御飯 軟飯 おかゆ

とり肉の塩こうじ焼き とり肉の塩こうじ焼き とり肉の塩こうじ焼き

いんげんのごま和え いんげんのごま和え いんげんのごま和え

豆乳入り味噌汁 豆乳入り味噌汁 豆乳入り味噌汁

ミートソーススパゲティ ミートソーススパゲティ（軟らか麺） ミートソーススパゲティ（軟らか冷麦）

イタリアンサラダ イタリアンサラダ イタリアンサラダ

果物（ぶどうの予定） 果物（ぶどうの予定） 果物（ぶどうの予定）

御飯 軟飯 おかゆ

八宝豆腐 八宝豆腐 八宝豆腐

野菜の中華和え 野菜の中華和え 野菜の中華和え

ポークカレーライス ポークカレーライス（軟飯） ポークカレーライス（おかゆ）

コールスローサラダ コールスローサラダ コールスローサラダ

果物（梨の予定） 果物（梨の予定） 果物（梨の予定）

御飯 軟飯 おかゆ

魚の西京漬け焼き 魚の西京漬け焼き 魚の西京漬け焼き

おろし和え おろし和え おろし和え

かぼちゃの甘煮　生姜汁 かぼちゃの甘煮　生姜汁 かぼちゃの甘煮　生姜汁

　＊献立は材料等の都合により変更することがあります。
　＊♪のついている献立は、児童・生徒や教職員等からのリクエスト給食です。
　＊エネルギーは知的障害の中・高等部の摂取量です。
　（知的障害：小学部（低）0.6・小学部（高）0.8）（肢体不自由：小学部（低）0.5・小学部（高）0.6・中高等部0.8）
　＊牛乳一本分のエネルギー量１３８Kcalを引き、それぞれの係数を掛けると摂取量の目安になります。
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飲用牛乳,大豆,肉,無添加
ベーコン,ツナ
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飲用牛乳,肉,もずく,押し豆
腐
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米,ごま油,三温糖,片栗粉
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木

14
飲用牛乳,魚（さわらの予
定）,豆みそ,しらす,油揚
げ,かまぼこ,押し豆腐

月

火

令和４年度９月　学校給食予定献立表

曜日 普通食　献立名 後期食　献立名 初期食・中期食・中期食的　献立名
主な材料名

5

米,菜種油,三温糖,薄力粉,
バター

飲用牛乳,肉,生クリーム,ホ
タテ

にんにく,玉ねぎ,にんじん,
マッシュルーム缶,冷凍グリン
ピース,大根,きゅうり,果物583

512

2
708

金

月

米,菜種油,ごま油,日本春
雨,三温糖

飲用牛乳,鶏卵,肉,木綿豆腐

米,しらたき,小町麩,菜種
油,三温糖,白ごま

飲用牛乳,肉,焼き豆腐,カッ
トわかめ

エリンギ,にんじん,白菜,長ね
ぎ,玉ねぎ,ほうれん草,大根,
きゅうり,果物

米,三温糖,片栗粉,菜種油

白菜,玉ねぎ,にんじん,マッ
シュルーム,ほうれん草,きゅ
うり,ホールコーン,果物

6
620 496

510

にんじん,玉ねぎ,長ねぎ,小松
菜,しいたけ,緑豆もやし,キャ
ベツ,果物

玉ねぎ,にんじん,干し椎茸,糸
みつば,しいたけ,えのきたけ,
なめこ689

水

飲用牛乳,鶏卵,肉,ひじき,
油揚げ,大豆

黒砂糖パン,マカロニ,菜種
油,薄力粉,バター,じゃがい
も,三温糖

647

米,菜種油,しらたき,三温糖

20

12

木

15
577

678

497

669

生姜,茹でたけのこ,キャベツ,
にんじん,青梗菜,エリンギ,に
んにく,長ねぎ,えのきたけ

米,もち米,栗,黒ごま,三温
糖,ごま油

飲用牛乳,魚（さばの予
定）,しらす,油揚げ,わか
め,みそ

にんにく,生姜,長ねぎ,小松菜,
にんじん,緑豆もやし,菊のり,
なす,大根,玉ねぎ

金

米,三温糖,白ごま,菜種油,
ごま油,上白糖

飲用牛乳,肉,鰹糸削

緑豆もやし,キャベツ,玉ねぎ,
にんじん,にら,大根,生姜,果物

蒸し中華めん,菜種油,くず
粉,ごま油

生姜,小松菜,にんじん,緑豆も
やし,キャベツ,ごぼう,まいた
け,長ねぎ,果物

飲用牛乳,肉,ホタテ,調理用
牛乳,生クリーム,パルメザ
ンチーズ

生姜,キャベツ,緑豆もやし,に
んじん,大根

水

米,さといも,糸こんにゃく

あしたばパン,じゃがいも,
菜種油,三温糖,はちみつ

玉ねぎ,にんじん,ホールトマ
ト缶,グリンピース,きゅうり,
ほうれん草,キャベツ,り果物

水

飲用牛乳,肉,生揚げ,みそ,
わかめ

飲用牛乳,押し豆腐,肉

生姜,にんじん,長ねぎ,干し椎
茸,グリンピース,赤ピーマン,
キャベツ,きゅうり,ほうれん
草,きくらげ

27
682 491

スパゲティ,オリーブ油,菜
種油,薄力粉,バター,三温糖

飲用牛乳,肉,パルメザン
チーズ

パセリ,にんにく,生姜,にんじ
ん,玉ねぎ,マッシュルーム,セ
ロリ,グリンピース,大根,きゅ
うり,赤ピーマン,黄ピーマン,
果物

火

26
610 465

米,練りごま,白ごま,三温糖 飲用牛乳,肉,豆乳,みそ にんにく,長ねぎ,さやいんげ
ん,にんじん,緑豆もやし,ぶな
しめじ,玉ねぎ

月

22
670 488

米,三温糖,片栗粉 生姜,えのきたけ,小松菜,にん
じん,緑豆もやし,干し椎茸,長
ねぎ,玉ねぎ,ほうれん草

木

飲用牛乳,魚（さばの予
定）,鰹糸削,のり,鶏卵

にんにく,生姜,玉ねぎ,にんじ
ん,キャベツ,ホールコーン,果
物

木

28
680 477

米,菜種油,三温糖,片栗粉,
ごま油,白ごま

飲用牛乳,肉,押し豆腐,い
か,えび

にんじん,たけのこ,玉ねぎ,白
菜,エリンギ,生姜,にんにく,枝
豆,ほうれん草,きゅうり,緑豆
もやし水

金

29
675 683

米,菜種油,薄力粉,じゃがい
も,バター,はちみつ

飲用牛乳,肉,パルメザン
チーズ

米,ごま油,三温糖,片栗粉,
菜種油,日本春雨

飲用牛乳,肉,大豆,えび にんじん,たけのこ,長ねぎ,枝
豆,にんにく,生姜,にら,白菜,玉
ねぎ

火

30

662 504

米,三温糖 飲用牛乳,魚（さわらの予
定）,みそ

にんじん,小松菜,緑豆もやし,
ぶなしめじ,大根,生姜,かぼ
ちゃ,えのきたけ


