
牛乳 573 kcal 486 kcal 牛乳 573 kcal 539 kcal

赤飯 29.1 ｇ 27.5 ｇ ご飯　かす汁 22.9 ｇ 28.1 ｇ

七草汁 17.8 ｇ 14.3 ｇ 魚と野菜の煮物 18.6 ｇ 17.2 ｇ

松風焼き 1.9 ｇ 1.4 ｇ 切干大根のおかか和え 2.0 ｇ 1.9 ｇ

切干大根の炒め煮 黒糖ミルクゼリーきなこソース

牛乳 643 kcal 619 kcal 牛乳 608 kcal 501 kcal

五目鶏めし 26.2 ｇ 28.3 ｇ あんかけチャーハン 25.0 ｇ 25.4 ｇ

沢煮椀 19.6 ｇ 17.0 ｇ 野菜の甘酢和え 22.4 ｇ 14.7 ｇ

豆腐のてりやき 2.4 ｇ 2.4 ｇ レバーとじゃがいもの揚げ煮 2.3 ｇ 1.9 ｇ

水ようかん

牛乳 655 kcal 611 kcal 牛乳 605 kcal 563 kcal

カルボナーラ風スパゲッティ 26.6 ｇ 33.0 ｇ ご飯　鶏つくねの豆乳スープ 26.7 ｇ 26.8 ｇ

いんげん豆と野菜のスープ 23.4 ｇ 19.3 ｇ 魚の南蛮漬け 19.5 ｇ 17.9 ｇ

さつまいもとりんごのケーキ 1.8 ｇ 1.4 ｇ ひじきサラダ 2.2 ｇ 1.9 ｇ

みかんゼリー

牛乳 【はじまりの献立】 584 kcal 488 kcal 牛乳 577 kcal 570 kcal

ご飯　さつま汁 26.8 ｇ 24.5 ｇ チキンライス 21.4 ｇ 24.5 ｇ

鮭の塩焼き 17.7 ｇ 13.1 ｇ コーンスープ 19.2 ｇ 15.0 ｇ

かわり金平 1.8 ｇ 1.7 ｇ サウピカンサラダ 2.4 ｇ 1.8 ｇ

野菜の練りごまソース りんご

牛乳 【今も昔も人気…な献立】 663 kcal 649 kcal 牛乳 568 kcal 547 kcal

きなこ揚げパン＆パン 26.7 ｇ 31.2 ｇ 天津飯 24.4 ｇ 27.0 ｇ

カレーシチュー 27.5 ｇ 24.3 ｇ 中華風わかめスープ 18.6 ｇ 16.4 ｇ

コーンサラダ 2.6 ｇ 2.6 ｇ 杏仁豆腐 1.9 ｇ 1.6 ｇ

みかんゼリー

牛乳 【なつかしの献立】 625 kcal 613 kcal 牛乳 619 kcal 602 kcal

ご飯　みそ汁 26.0 ｇ 25.7 ｇ かしわパン 30.0 ｇ 32.2 ｇ

くじらの竜田揚げ 18.0 ｇ 20.4 ｇ いんげん豆と野菜のスープ 27.3 ｇ 24.6 ｇ

おひたし 1.9 ｇ 1.4 ｇ タンドリーサバ　付け合わせ 2.3 ｇ 2.3 ｇ

フルーツヨーグルト チャイゼリー

牛乳 【秋田の郷土料理】 622 kcal 512 kcal

わかめご飯 28.2 ｇ 25.3 ｇ

きりたんぽ汁 19.3 ｇ 15.4 ｇ 604 kcal 560 kcal

鰤の照り焼き 2.5 ｇ 1.8 ｇ 25.5 ｇ 27.5 ｇ

かぼちゃのいとこ煮 20.0 ｇ 17.8 ｇ

牛乳　【フィリピンの料理】 602 kcal 564 kcal 2.1 ｇ 1.8 ｇ

ご飯　 25.6 ｇ 25.5 ｇ

シニガン　アドボ 21.9 ｇ 21.6 ｇ

キャロットサラダ 1.5 ｇ 1.4 ｇ

ミルクゼリーマンゴーソース

牛乳 560 kcal 531 kcal

ご飯　けんちん汁 22.1 ｇ 26.9 ｇ

千草焼き 16.8 ｇ 15.2 ｇ

野菜の海苔和え 1.7 ｇ 1.7 ｇ

いもようかん

※食材の納入等の都合により食材や献立を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

20
金

牛乳,豚　モモ肉,若鶏　モ
モ(皮なし),寒天,生クリーム
(乳脂肪)

精白米,おおむぎ(米粒麦）,
オリーブ油,さといも,油,黒
砂糖,上白糖

にんにく,玉葱,トマト,こま
つな,オクラ,レモン(果汁),
だいこん,キャベツ,きゅう
り,にんじん,レーズン,黄
ピーマン,マンゴ－

23
月

牛乳,木綿豆腐,豚ひき肉,た
まご,刻みのり,寒天

精白米,おおむぎ(米粒麦）,
油,じゃがいも,上白糖,さつ
まいも

ごぼう,だいこん,ねぎ,にん
じん,玉葱,ほうれんそう,干
し椎茸,もやし,こまつな,え
のきたけ

19
木

牛乳,若鶏　モモ(皮なし),ぶ
り,あずき(乾）

精白米,おおむぎ(米粒麦）,
白煎りごま,きりたんぽ,三
温糖,なたね油,さつまいも

にんじん,ごぼう,まいたけ,
ねぎ,せり,生姜（汁のみ）,
かぼちゃ

18
水

牛乳,米みそ,くじら肉(赤
肉),たまご,かつお加工品(削
り節),ヨーグルト(プレーン)

精白米,おおむぎ(米粒麦）,
油,ごま油,白煎りごま,でん
ぷん,上白糖

ごぼう,にんじん,玉葱,えの
きたけ,ねぎ,こまつな,にん
にく,生姜,りんご,だいこん,
キャベツ,もやし,黄桃（缶
詰）,みかん缶,りんご(缶詰)

牛乳,豚　モモ肉,いんげん
まめ(乾）,さば,ヨーグルト
(プレーン),寒天,調理用牛
乳,ゼラチン,生クリーム(乳
脂肪)

ショートニングパン,油,
じゃがいも,上白糖

にんにく,にんじん,玉葱,は
くさい,さやいんげん,トマ
トケチャップ,キャベツ,ミ
ニトマト,生姜

１月平均（15回）

普通食 中期食

牛乳,きな粉(大豆）,豚　モ
モ肉,調理用牛乳,寒天

コッペパン,油,上白糖,チー
ズパン,じゃがいも,有塩バ
ター,小麦粉

にんにく,セロリー,玉葱,に
んじん,トマトピューレ,さ
やいんげん,キャベツ,ホー
ルコーン,ブロッコリー,り
んご,みかん

31
火

30
月

牛乳,若鶏　モモ,かに風味
かまぼこ,たまご,生わかめ,
寒天

精白米,おおむぎ(米粒麦）,
ごま油,でんぷん,白煎りご
ま,上白糖

ねぎ,たけのこ(水煮),干し椎
茸,グリンピース(冷凍),えの
きたけ,にんじん,生姜,万能
ねぎ,みかん缶,パイン缶詰,
黄桃（缶詰）

13
金

牛乳,無添加ショルダーベー
コン,粉チーズ,豚　モモ肉,
いんげんまめ(乾）,たまご

スパゲッティ,オリーブ油,
油,かたくり粉,じゃがいも,
さつまいも,薄力粉,上白糖

にんにく,玉葱,エリンギ,ク
リームコーン,にんじん,
キャベツ,さやいんげん,り
んご(缶詰)

27
金

牛乳,若鶏　モモ(皮なし),無
添加ショルダーベーコン,た
まご

精白米,有塩バター,オリー
ブ油,でんぷん,油,上白糖,
じゃがいも

にんにく,にんじん,マッシュ
ルーム(水煮缶詰),玉葱,グリン
ピース(冷凍),トマトケチャッ
プ,ほうれんそう,クリームコー
ン,キャベツ,きゅうり,ホール
コーン,赤ピーマン,りんご

16
月

牛乳,白みそ,赤みそ,生鮭 ,油
揚げ

精白米,油,こんにゃく,さつ
まいも,じゃがいも,上白糖,
練りごま,ごま油

ごぼう,にんじん,だいこん,
ねぎ,グリンピース(冷凍),
キャベツ,きゅうり,もやし,
黄ピーマン,赤ピーマン,生
姜

17
火

ごぼう,干し椎茸,にんじん,
えだまめ(冷凍),たけのこ(水
煮),だいこん,ねぎ,生姜,万能
ねぎ,黄桃（缶詰）

26
木

牛乳,若鶏　ひき肉,たまご,
豆乳,メルルーサ ,干ひじき,
無添加ボンレスハム,寒天

精白米,おおむぎ(米粒麦）,
でんぷん,上白糖,パン粉(乾
燥),薄力粉,油,白煎りごま,ご
ま油

玉葱,にんじん,ほんしめじ,
だいこん,はくさい,ねぎ,万
能ねぎ,生姜,もやし,きゅう
り,とうもろこし(冷凍）,え
だまめ(冷凍),みかん

25
水

牛乳,無添加ロースハム,た
まご,豚　モモ肉,豚レバー,
米みそ

精白米,ごま油,油,上白糖,で
んぷん,白煎りごま,じゃが
いも

ねぎ,生姜,にんじん,たけの
こ(水煮),干し椎茸,はくさ
い,チンゲンツァイ,もやし,
キャベツ,こまつな,トマト
ケチャップ

都立永福学園月間予定献立表（肢体不自由教育部門）

24
火

牛乳,豚中型種ばら,油揚げ,
米みそ,ﾓｰｶｻﾒ,鰹糸削り（お
かか）,寒天,調理用牛乳

精白米,おおむぎ(米粒麦）,
さといも,こんにゃく,でん
ぷん,油,白煎りごま,上白糖,
黒砂糖

だいこん,にんじん,万能ね
ぎ,生姜,たけのこ(水煮),干
し椎茸,えだまめ(冷凍),切干
しだいこん,ほうれんそう

11
水

牛乳,ささげ(乾）,木綿豆腐,
鶏ももひき肉,豚ひき肉,赤
みそ,たまご,油揚げ

精白米,もち米,黒煎りごま,
パン粉(生),油,白煎りごま,
上白糖

だいこん,かぶ,かぶ(葉),せ
り,玉葱,ねぎ,切干しだいこ
ん,にんじん,干し椎茸

普通食 中期食
ｴﾈﾙｷﾞｰ ｴﾈﾙｷﾞｰ

脂質
　献立名

普通食

献立名

普通食

赤の仲間
血や肉になる

黄の仲間
熱や力の元になる

緑の仲間
体の調子を整える

※エネルギー等は中高生量の値です。

脂質 脂質

食塩相当量 食塩相当量 食塩相当量 食塩相当量

黄の仲間
熱や力の元になる

緑の仲間
体の調子を整える

ｴﾈﾙｷﾞｰ ｴﾈﾙｷﾞｰ

たんぱく質

12
木

牛乳,鶏　ひき肉,油揚げ,豚
肩肉,押し豆腐,あずき(こ
し),寒天

精白米,もち米,上白糖,薄力
粉,上新粉,油,でんぷん

日 たんぱく質 たんぱく質 たんぱく質

脂質

普通食 中期食

赤の仲間
血や肉になる

日

永福

＊形態食について
（後期食・中期食・初期食）

・ごはん→かゆ

・めん類→軟麺もしくはマカロニがゆ

・パン→パンがゆ

・普通食の食材を基本に一部、食材を変えて調理しています。

〈例〉17日の献立

１月16～20日は≪永福学校給食週間≫で

す。日替わりでテーマを変え、献立を立てま

した♪

（詳しくは、裏面の給食だよりをご覧くださ

い）

「全国学校給食週間」は24～30日ですが、永福学園では１週間早く設

定しました。

永福11月１８日、平成31年ぶりの学校給食試食会を開催することができました。

感染対策のため、定員を設けての開催でしたが、参加してくださった保護者

のみなさま、ありがとうございました。献立表裏面で御紹介しているレシピ

を活用いただいているとの声をいただき、とてもうれしく思っています。レ

シピのリクエスト等、ぜひお伝えください。


