
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

永福学園の給食 レシピ大集合！ 

 永福学園で「これどうやって作るの？」とレシピを聞かれたことがある人気メ

ニューのレシピをご紹介します。どれも簡単でおいしいものばかりです。ぜひ、

ご自宅で作ってみてください♪（写真が見づらくて申し訳ございません。学校ホ

ームページからカラー版が見られます。よろしければ合わせてご覧ください。） 

 

 

年に３回ほど登場する人気のおかずです。たまご＋たまねぎ＋トマト＋ピーマ

ン＋チーズを使うので「タマタマトマピーチーズ焼き」という名前です。簡単に

作れ、鮮やかなので、お弁当などにもおすすめです。 

 ＜材料＞（４人分） 

 ・卵 ４個 

 ・玉ねぎ １/２個（粗みじん） 

 ・トマト １/２個（さいの目） 

・ピーマン ２個（さいの目） 

・ピザチーズ ４０ｇ 

・マヨネーズ 大さじ２/３ 

・塩・こしょう 少々 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

①卵を割りほぐし、マヨネーズ、塩こし

ょう、野菜、チーズを加え混ぜる。 

②焼く。次のいずれかがおすすめ。 

・フライパンや卵焼き機で焼く。 

・耐熱容器に入れ、２３０℃のオーブン

で５分、１８０℃にして１２～１４分

焼く。 

・耐熱容器に入れて、レンジで加熱する。 

（１分毎に様子を見てください） 

普通食 

給食では大きな天板に流しいれてから

焼いて、カットしています。８月の給

食では紙トレーに流しいれて焼く予定

です。 

中期食・後期食 

洋風卵豆腐の固さがそれぞれ違います。 

初期食 

 

牛乳 809 kcal

もやしとキムチのチャーハン 28.1 ｇ

春雨スープ 19.9 ｇ

ジャンボぎょうざ 2.2 ｇ

ぶどう

牛乳 897 kcal

なすひき肉カレーライス 28.6 ｇ

エリンギサラダ 31.9 ｇ

ホワイトポンチ 2.9 ｇ

牛乳 868 kcal

ごはん 32.8 ｇ

具だくさんみそ汁 28.1 ｇ

魚の和風ラビゴットソース 2.1 ｇ

おかか和え

りんごゼリー

牛乳 840 kcal

照り焼きサンド（セルフ） 35.6 ｇ

野菜スープ 34.1 ｇ

マヨネーズ和え(豆乳マヨ） 3.0 ｇ

びっくり目玉焼き

牛乳 799 kcal

ごはん 31.0 ｇ

じゃがいもと野菜のスープ 30.5 ｇ

タマタマトマピーチーズ焼き 2.4 ｇ

キャロットサラダ

牛乳 771 kcal

ごはん 31.8 ｇ

ミネストローネ 20.5 ｇ

魚のマスタードソース 2.9 ｇ

ポパイサラダ 

みかんゼリー

831 kcal 840 kcal

31.3
ｇ

（15.１％）

27.5
ｇ

（29.8％）

2.7 ｇ 2.5 ｇ未満

ｴﾈﾙｷﾞｰ

たんぱく質

脂質

食塩相当量

日 献立名
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

24
月

牛乳,豚　肩肉,むろあ
じ

精白米,おおむぎ(米粒
麦）,ごま油,油,上白糖,
緑豆はるさめ,白煎りご
ま,かたくり粉,ぎょうざ
の皮,小麦粉

にんにく,はくさい(キム
チ漬け),にんじん,ごぼ
う,もやし,ねぎ,たけのこ
(水煮),干し椎茸,生姜,こ
まつな,キャベツ,にら,巨
峰

25
火

牛乳,豚ひき肉,大豆タ
ンパク,寒天,乳酸菌飲
料(殺菌)

精白米,米粒麦,有塩バ
ター,油,小麦粉,オリーブ
油,上白糖

なす,玉葱,にんじん,マッ
シュルーム(水煮缶詰),ト
マトケチャップ,バナナ,
キャベツ,こまつな,エリ
ンギ,にんにく,パイン缶
詰,黄桃（缶詰）

31
月

26
水

牛乳,油揚げ,米みそ
(淡色辛みそ),米みそ
(赤色辛みそ),メル
ルーサ,かつお加工品
(削り節),寒天

精白米,おおむぎ(米粒
麦）,じゃがいも,でんぷ
ん,油,オリーブ油,上白糖

こまつな,にんじん,だい
こん,ねぎ,えだまめ,とう
もろこし(冷凍）,クリー
ムコーン,きゅうり,玉葱,
トマト,キャベツ,ほうれ
んそう,りんご 濃縮還元
ジュース,りんご(缶詰)

27
木

牛乳,若鶏　モモ(皮な
し),無添加ベーコン,
豆乳,寒天

ショートニングパン,砂
糖,油,じゃがいも,サラダ
油,上白糖,白煎りごま

生姜,ほうれんそう,とう
もろこし(ｶｰﾈﾙ冷凍）,玉
葱,キャベツ,きゅうり,あ
んず(缶詰)

食塩相当量

　都立永福学園月間予定献立表

にんにく,玉葱,セロ
リー,にんじん,キャベ
ツ,ホールトマト,さや
いんげん,ほうれんそ
う,とうもろこし(ｶｰﾈﾙ
冷凍）,赤ピーマン,黄
ピーマン,みかん缶

精白米,おおむぎ(米粒
麦）,油,有塩バター,じゃ
がいも,オリーブ油,上白
糖

牛乳,無添加ベーコン,
いなだ,寒天

８月平均（６回） 基準値

エネルギー

たんぱく質 摂取エネルギー全体の13～20%

脂質 摂取エネルギー全体の20～３０%

28
金

牛乳,豚　モモ肉,ピザ
用チーズ,たまご

精白米,おおむぎ(米粒
麦）,油,じゃがいも,マヨ
ネーズ,オリーブ油,上白
糖

にんにく,にんじん,玉葱,
キャベツ,さやいんげん,
トマト,青ピーマン,きゅ
うり,レーズン,黄ピーマ
ン

８月は暑い時期でも食べやすいメ

ニューをそろえました。もりもり食

べてくれるとうれしいです♪



 

 

 

６月に沖縄県の郷土料理で出した料理です。「シリシリー」とは沖縄の言葉で 

「おろす」もしくは「千切りにする」という意味です。ごはんが進むおかずです。 

 

 ＜材料＞（ツナ缶１缶８０ｇ分） 

 ・にんじん 小さめ１本（１６０ｇ） 

 ・もやし  ８０ｇ（１/４袋） 

 ・ツナ缶  １缶（８０ｇ） 

・卵    ２個 

・しょうゆ 小さじ１強 

・塩・こしょう 少々 

 ・油      少々 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 漬け込んで焼くだけのお手軽メニューです。焼くのは、フライパンでもグリル

でもトースターでもオーブンでも。味がしっかりしていて、冷めてもおいしく食

べられます。魚でもおいしく作ることができます。 

 ＜材料＞（鶏もも２枚５００ｇ分） 

 ・鶏もも肉  ２枚（５００ｇ） 

 ・酒     大さじ１（１５ｇ） 

 ・みそ    大さじ２（３６ｇ） 

・白いりごま ４０ｇ 

・砂糖    大さじ２強（２１ｇ） 

・みりん   大さじ１（１８ｇ） 

  

 

 

＊給食では白みそを使って作っていますが、ご家庭にあるみそで構いません。 

 

 

 豆乳でつくるマヨネーズ風ドレッシングです。卵アレルギーの方でも食べられ 

るだけではなく、エネルギーもマヨネーズより３５％ほど少ないです。味もおい 

しいですので、ぜひお試しください。 

 ＜材料＞（豆乳１00ｍｌ分） 

 ・豆乳 １00ml 

 ・サラダ油 １６０ｍｌ（２００ｇ） 

 ・さとう 大さじ１．５  ・酢 ２５ｃｃ 

・塩 小さじ１   ・からし粉 小さじ１/２ 

 

 ＜作り方＞ 

① ボウルに豆乳、油を入れてハンドブレンダーでマヨネーズのような固さに

なるまで混ぜる。 

② さとう、酢、塩、からし粉も加えて、さらに混ぜる。 

①にんじんは千切り、もやしは洗い、卵は溶

いておく。（もやしの分をにんじんに置き換

えても構いません） 

②フライパンに油を熱し、にんじん、もやし、

ツナ缶を炒め、味付けする。 

③全体に溶き卵を流し入れ、全体に絡ませ

る。 

６月２３日「沖縄慰霊の日」に合わせ

て、沖縄県の料理を出しました。献立

は、ジューシー（炊き込みご飯）・イナム

ドゥチ（みそ汁）・にんじんシリシリー・

サーターアンダギー（ドーナッツ）・牛乳

です。形態食はアンダギーではなく「黒

砂糖プリン」を出しました。 

揚げたての「サーターアンダギー」。小麦粉・卵・油な

どを使って作ったタネを１時間以上寝かせることで、し

っとり食べやすいアンダギーができあがります。 

 

①鶏肉は厚いところに切れ目を入れて

開く。大きさはお好みで、大きめに切

って一人一枚でも、一口大に切っても。 

②肉に酒をふっておく。 

③みそからみりんまでを合わせ、肉を

漬け込む。 

④焼く。 

 

からし粉は加えなくても作れま

すが、豆臭さが気になるかもしれ

ません。お子様用には控えめに入

れてください。カレー粉に変えて

もおいしいです。 
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