
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

御飯 軟飯 おかゆ

家常豆腐 家常豆腐 家常豆腐

中華風コーンスープ 中華風コーンスープ 中華風コーンスープ

豚肉丼 豚肉丼（軟飯） 豚肉丼（おかゆ）

さつま芋とりんごの甘煮 さつま芋とりんごの甘煮 さつま芋とりんごの甘煮

けんちん汁 けんちん汁 けんちん汁

チーズパン パンがゆ パンがゆ（中期的食はおかゆ）

チリコンカン チリコンカン チリコンカン

コーンサラダ コーンサラダ コーンサラダ

果物（なしの予定） 果物（なしの予定） 果物（なしの予定）

御飯 軟飯 おかゆ

魚のカレー焼き 魚のカレー焼き 魚のカレー焼き

からし和え からし和え からし和え

豚汁 豚汁 豚汁

御飯 軟飯 おかゆ

肉じゃが 肉じゃが 肉じゃが

彩りサラダ 彩りサラダ 彩りサラダ

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

とり肉のごま味噌焼き とり肉のごま味噌焼き とり肉のごま味噌焼き

ひじきとしらすのサラダ ひじきとしらすのサラダ ひじきとしらすのサラダ

味噌汁 味噌汁 味噌汁

果物（りんごの予定） 果物（りんごの予定） 果物（りんごの予定）

ジャンバラヤ ジャンバラヤ（軟飯） ジャンバラヤ（おかゆ）

野菜サラダ 野菜サラダ 野菜サラダ

ベーコン入りスープ ベーコン入りスープ ベーコン入りスープ

御飯 軟飯 おかゆ

魚のもみじ焼き 魚のもみじ焼き 魚のもみじ焼き

五目きんぴら 五目きんぴら 五目きんぴら

もずくと大根の生姜汁 もずくと大根の生姜汁 もずくと大根の生姜汁

ジャージャー麺 ジャージャー麺（軟らか中華麺） ジャージャー麺（軟らか冷麦）

磯辺ポテト 磯辺ポテト 磯辺ポテト

フルーツポンチ フルーツポンチ フルーツポンチ

ココアパン パンがゆ パンがゆ（中期的食はおかゆ）

ポトフ ポトフ ポトフ

ひじきと豆のサラダ ひじきと豆のサラダ ひじきと豆のサラダ

果物（みかんの予定） 果物（みかんの予定） 果物（みかんの予定）

御飯 軟飯 おかゆ

大根と豚肉のべっこう煮 大根と豚肉のべっこう煮 大根と豚肉のべっこう煮

しらす和え しらす和え しらす和え

さつまいも御飯 さつまいも御飯（軟飯） さつまいも御飯（おかゆ）

魚のねぎ味噌焼き 魚のねぎ味噌焼き 魚のねぎ味噌焼き

のり和え のり和え のり和え

♪なめこ汁 なめこ汁 なめこ汁

御飯 軟飯 おかゆ

回鍋肉 回鍋肉 回鍋肉

中華風きのこスープ 中華風きのこスープ 中華風きのこスープ

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

三色野菜のごま和え 三色野菜のごま和え 三色野菜のごま和え

味噌汁　果物（みかんの予定） 味噌汁　果物（みかんの予定） 味噌汁　果物（みかんの予定）

御飯 軟飯 おかゆ

中華風旨煮 中華風旨煮 中華風旨煮

しらすと野菜の中華和え しらすと野菜の中華和え しらすと野菜の中華和え

スパゲッティナポリタン スパゲッティナポリタン（軟らかｽﾊﾟｹﾞﾃｨ） スパゲッティナポリタン（軟らか冷麦）

ポテトスープ ポテトスープ ポテトスープ

果物（みかんの予定） 果物（みかんの予定） 果物（みかんの予定）

御飯 軟飯 おかゆ

魚の薬味焼き 魚の薬味焼き 魚の薬味焼き

おかか和え おかか和え おかか和え

さつま汁 さつま汁 さつま汁

豆腐とひき肉のあんかけ丼 豆腐とひき肉のあんかけ丼（軟飯） 豆腐とひき肉のあんかけ丼（おかゆ）

ごま酢和え ごま酢和え ごま酢和え

あおさの味噌汁 あおさの味噌汁 あおさの味噌汁

御飯 軟飯 おかゆ

キーマカレー キーマカレー キーマカレー

ツナとわかめのサラダ ツナとわかめのサラダ ツナとわかめのサラダ

果物（柿の予定） 果物（みかんの予定） 果物（みかんの予定）

チキンライス チキンライス（軟飯） チキンライス（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

かぼちゃスープ かぼちゃスープ かぼちゃスープ

　＊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。

28
770 608

米　油　バター　小麦粉
三温糖　白ごま
油　三温糖

飲用牛乳　大豆　肉　ツ
ナ　わかめ

玉ねぎ　ﾏｯｼｭﾙｰﾑ　トマト缶
生姜　にんにく　大根
キャベツ　冷凍コーン
果物金

463

飲用牛乳　肉　みそ
鶏卵

634

435

543

479

飲用牛乳　肉　ベーコン
ひじき　いんげん豆

飲用牛乳　肉　青のり
みそ

水

18

火

米　もち米　さつま芋
ごま　のり

20
644

640

米　三温糖　ごま油
片栗粉

13
669

7
666

金

603

14

水

木

653

令和４年度10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

米　油　三温糖　片栗粉
ごま油

飲用牛乳　肉　みそ
鶏卵　生揚げ

にんにく　にんじん　玉ねぎ
茹でたけのこ　冷凍コーン
生姜　干し椎茸　キャベツ
しめじ　チンゲン菜
ｸﾘｰﾑｺｰﾝ缶

514

591

3
722

月

火

にんじん　玉ねぎ　長ねぎ
しめじ　みつば　レモン果汁
りんご　レーズン　ごぼう
大根

飲用牛乳　大豆
ベーコン　肉

木

飲用牛乳
魚(さばの予定)　肉
豆腐　みそ

米　しらたき　じゃが芋
油　三温糖

にんじん　玉ねぎ　にんにく
ﾎｰﾙﾄﾏﾄ缶　冷凍ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ
冷凍コーン　きゅうり
キャベツ　果物

生姜　玉ねぎ　にんじん
もやし　キャベツ　小松菜
大根　長ねぎ678

542

米　しらたき　小町麩
油　三温糖　片栗粉
さつま芋　バター
こんにゃく　ごま油

飲用牛乳　肉

米　三温糖　白ごま　油
じゃが芋

4

11

6

731 585

529

米　油　じゃが芋

米　バター　三温糖　油

水

537

455

玉ねぎ　赤ピーマン　セロリ
冷凍コーン　冷凍ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ
ﾎｰﾙﾄﾏﾄ缶　キャベツ　大根
きゅうり　にんじん
レーズン

飲用牛乳　肉
しらす干し　ひじき
みそ

にんじん　玉ねぎ　キャベツ
さやいんげん　小松菜
赤ピーマン　果物

飲用牛乳　肉

生姜　きゅうり　えのきだけ
玉ねぎ　小松菜　果物

パン　じゃが芋　三温糖
油　小麦粉

687

米　三温糖　こんにゃく
油
エッグケアマヨネーズ

731

米　こんにゃく　三温糖
じゃが芋　油　片栗粉

19

12

月

17
688

5

金

生姜　ピーマン　赤ピーマン
キャベツ　玉ねぎ　にんじん
茹でたけのこ　えのきだけ
まいたけ　チンゲン菜
長ねぎ

木

飲用牛乳　みそ
魚(さわらの予定)

飲用牛乳　肉
しらす干し

火

中華麺　ごま油　三温糖
油　片栗粉　じゃが芋

飲用牛乳　ベーコン
えび　肉

615

563

にんじん　ごぼう　れんこん
茹でたけのこ　唐辛子　大根
生姜

玉ねぎ　長ねぎ　にんじん
もやし　キャベツ　小松菜
なめこ　大根　生姜

玉ねぎ　にんじん　きゅうり
ﾏｯｼｭﾙｰﾑ缶　白菜　果物

茹でたけのこ　干し椎茸
大根　かぶ　きゅうり
キャベツ　冷凍ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ
にんじん

パン　じゃが芋　三温糖
オリーブ油

飲用牛乳
魚(あじの予定)　肉
もずく

玉ねぎ　にんじん　干し椎茸
茹でたけのこ　赤ピーマン
生姜　にんにく　長ねぎ
にら　みかん缶　白桃缶
りんご缶

25
622 504

スパゲティ　オリーブ油
油　三温糖　じゃが芋

飲用牛乳　肉　ベーコン
パルメザンチーズ
ウインナー

パセリ　にんじん　玉ねぎ
ピーマン　ほうれん草
セロリ　ﾏｯｼｭﾙｰﾑ缶　果物

火

24
640 453

米　油　三温糖　片栗粉
ごま油　ごま

飲用牛乳　肉
しらす干し　えび

生姜　茹でたけのこ　玉ねぎ
にんじん　白菜　エリンギ
にんにく　冷凍むき枝豆
ほうれん草　きゅうり
もやし

月

21
659 518

米　ごま　三温糖
じゃが芋

生姜　ほうれん草　もやし
にんじん　玉ねぎ　果物

金

飲用牛乳　わかめ　みそ
肉

26
700 548

米　三温糖　ごま油　油
さつま芋

飲用牛乳　鰹節　みそ
肉　魚(さばの予定)

生姜　にんにく　えのきだけ
長ねぎ　にんじん　キャベツ
きゅうり　玉ねぎ　ごぼう
大根水

686 523

米　ごま油　三温糖
片栗粉

飲用牛乳　豆腐　あおさ
豆腐　みそ

玉ねぎ　赤ピーマン　白菜
にんじん　干し椎茸　小松菜
冷凍ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ　えのきだけ
きゅうり木

27

31

676 548

米　オリーブ油　三温糖
油　じゃが芋　小麦粉

飲用牛乳　肉　ベーコン
ホタテ　生クリーム
調理用牛乳

にんにく　にんじん　玉ねぎ
ﾏｯｼｭﾙｰﾑ缶　冷凍ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ
大根　きゅうり　かぼちゃ

月


