
牛乳 826 kcal 牛乳 931 kcal

ごはん　沢煮椀 37.0 ｇ ソフトフランス&チーズパン 37.9 ｇ

魚のみそマヨネーズ焼き 27.1 ｇ かぼちゃのポタージュ 39.7 ｇ

ごま和え 2.1 ｇ 魚のアクアパッツァ風 3.1 ｇ

明日葉ミルクゼリー エリンギサラダ

牛乳 810 kcal いちごミルクゼリー

五目ちらし寿司 34.7 ｇ 牛乳 876 kcal

いわしのつみれ汁 21.9 ｇ ごはん　海苔の佃煮 36.9 ｇ

五目豆 2.8 ｇ 鶏団子のみぞれスープ 33.0 ｇ

ぽんかん さばの竜田揚げ 2.6 ｇ

牛乳 802 kcal 梅おかか和え

ごはん 31.4 ｇ 牛乳 779 kcal

野菜スープ 27.9 ｇ エビクリームライス 28.1 ｇ

フリッタータ 2.6 ｇ トマトスープ 25.6 ｇ

キャロットサラダ フレンチサラダ 3.2 ｇ

牛乳 842 kcal

ソース焼きそば 38.4 ｇ 牛乳 788 kcal

中華風コーンスープ 22.4 ｇ ごはん　けんちん汁 28.2 ｇ

切干大根のナムル 5.3 ｇ お好み焼き 18.2 ｇ

カルピスヨーグルト おひたし 2.5 ｇ

牛乳 858 kcal 黒糖ミルクゼリーきなこソース

ごはん　豚汁 32.0 ｇ 牛乳 792 kcal

魚の利休焼き 23.6 ｇ 牛丼 34.8 ｇ

白菜のゆず浸し 2.4 ｇ 具だくさんみそ汁 24.4 ｇ

大学いも のり酢和え 2.8 ｇ

牛乳 847 kcal ぽんかん

豚肉とごぼうのまぜごはん 28.0 ｇ 牛乳 850 kcal

ごまけんちん汁 26.7 ｇ ビビンバ 36.7 ｇ

おかか和え 2.9 ｇ サムゲタン風スープ 23.1 ｇ

あんみつ ヨーグルトポンチ 2.7 ｇ

牛乳 780 kcal

ごはん　土佐汁 36.0 ｇ 牛乳 859 kcal

鮭のちゃんちゃん焼き 19.1 ｇ かしわパン　野菜スープ 39.3 ｇ

大根のべっこう煮 2.5 ｇ ハンバーグ 33.0 ｇ

アップルゼリー 付け合わせ（ｷｬﾍﾞﾂ・ﾄﾏﾄ） 3.7 ｇ

牛乳 869 kcal 青のりポテト

ケバブ丼 35.5 ｇ 牛乳 874 kcal

いんげん豆と野菜のスープ 27.9 ｇ ごはん 39.2 ｇ

ショコラゼリー 1.8 ｇ 白身魚華風あんかけ 26.9 ｇ

レバニラ炒め 2.3 ｇ

牛乳 818 kcal フルーツミルクゼリー

中華ちまき風ごはん 31.2 ｇ

中華風わかめスープ 23.6 ｇ 836 kcal 840 kcal

花しゅうまい 2.5 ｇ 34.3 ｇ（16.4％）

杏仁豆腐ゼリー 25.9 ｇ（27.9％）

牛乳 846 kcal 2.8 ｇ 2.5 ｇ未満

ごはん　かきたま汁 32.3 ｇ

酢豚 21.6 ｇ

フルーツポンチ 2.5 ｇ

都立永福学園月間予定献立表（就業技術科）

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

ｴﾈﾙｷﾞｰ

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

ｴﾈﾙｷﾞｰ

たんぱく質 たんぱく質

脂質 脂質

食塩相当量 食塩相当量

牛乳,牛モモ(脂身付き),み
そ,まぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲ
ﾄ),焼きのり

精白米,おおむぎ(米粒
麦）,油,しらたき,じゃが
いも,上白糖

生姜,玉葱,こまつな,にんじん,
だいこん,ねぎ,ひらたけ,ほう
れんそう,もやし,ぽんかん

牛乳,木綿豆腐,たまご,豚
モモ(脂肪なし)コマ,あお
のり,かつお加工品(削り
節),油揚げ,寒天,調理用牛
乳

精白米,おおむぎ(米粒
麦）,炒め油,さといも,小
麦粉,ながいも,上白糖,黒
砂糖

ごぼう,にんじん,だいこん,ね
ぎ,キャベツ,しょうが(甘酢
漬),ほうれんそう,えのきたけ,
梅干し(塩漬)

牛乳,刻みのり,若鶏　ひき
肉,たまご,油揚げ,まさば,
鰹糸削り（おかか）

精白米,おおむぎ(米粒
麦）,上白糖,でんぷん,ご
ま油,薄力粉,揚げ油

生姜,干し椎茸,にんじん,だい
こん,ねぎ,こまつな,キャベツ,
ほうれんそう,もやし,梅肉

牛乳,調理用牛乳,生クリー
ム(乳脂肪),シルバー,あさ
り（むき身）,寒天

ソフトフランス,チーズパ
ン,オリーブ油,でんぷん,
サラダ油,上白糖

玉葱,かぼちゃペースト,にんに
く,ミニトマト,キャベツ,こま
つな,エリンギ,いちご1

月

牛乳,豚　肩肉,メルルーサ
,豆乳,赤みそ,粉チーズ,寒
天,調理用牛乳,生クリーム
(乳脂肪)

精白米,おおむぎ(米粒
麦）,油,上白糖,パン粉(乾
燥),白煎りごま,甘納豆(あ
ずき)

たけのこ(水煮),にんじん,だい
こん,干し椎茸,ねぎ,玉葱,ほん
しめじ,こまつな,大豆もやし,
あしたば

19
金

3
水

牛乳,無添加ベーコン,まぐ
ろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾎﾜｲﾄ),ピ
ザ用チーズ,たまご

精白米,おおむぎ(米粒
麦）,じゃがいも,サラダ
油,オリーブ油,上白糖

はくさい,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,キャベツ,きゅう
り,レーズン,黄ピーマン

2
火

牛乳,若鶏　モモ(皮なし),
たまご,刻みのり,まいわし
すり身,白みそ,大豆(国産､
乾),こんぶ

精白米,上白糖,炒め油,で
んぷん,こんにゃく

にんじん,生姜（汁のみ）,干し
椎茸,ぶなしめじ,ごぼう,れん
こん,さやいんげん,ねぎ,だい
こん,ほうれんそう,グリンピー
ス(冷凍),ぽんかん 17

水

16
火

24
水

22
月

4
木

牛乳,豚モモ(脂肪なし)コ
マ,あおのり,無添加ロース
ハム,たまご,まぐろ缶詰
(味付けﾌﾚｰｸ),カルピス,
ヨーグルト(プレーン)

炒め油,でんぷん,ごま油,
上白糖,白煎りごま

キャベツ,青ピーマン,玉葱,に
んじん,ホールコーン,クリーム
コーン,ほうれんそう,切干しだ
いこん,大豆もやし,赤ピーマ
ン,ねぎ,パイン缶詰,黄桃（缶
詰）

玉葱,こまつな,生姜,にんじん,
たけのこ(水煮),青ピーマン,ト
マトケチャップ,黄桃（缶詰）,
みかん缶,パイン缶詰

精白米,おおむぎ(米粒
麦）,でんぷん,油,ごま油,
上白糖

牛乳,若鶏　モモ(皮なし),
むきえび,調理用牛乳,無添
加ベーコン

精白米,有塩バター,油,薄
力粉,マカロニ,オリーブ
油,上白糖

にんじん,玉葱,マッシュルーム
(水煮缶詰),セロリー,かぶ,ト
マトピューレ,かぶ(葉),キャベ
ツ,きゅうり,赤ピーマン

26
金

にんにく,生姜,にんじん,玉葱,
はくさい,たけのこ,干し椎茸,
こまつな,もやし,にら,トマト
ケチャップ,黄桃（缶詰）,パイ
ン缶詰

ごぼう,ぶなしめじ,にんじん,
えだまめ(冷凍),生姜,だいこ
ん,ねぎ,キャベツ,ほうれんそ
う,黄桃（缶詰）,みかん缶

牛乳,メルルーサ  ７０ｇ,
豚モモ(脂肪なし)コマ,豚
肝臓,甜麺醤,寒天

精白米,おおむぎ(米粒
麦）,油,上白糖,ごま油,白
煎りごま

生姜,にんにく,大豆もやし,ほ
うれんそう,ねぎ,だいこん,ご
ぼう,みかん缶,パイン缶詰,黄
桃（缶詰）

牛乳,無添加ベーコン,牛ひ
き肉,豚ひき肉,たまご,あ
おのり

ショートニングパン,パン
粉(乾燥),有塩バター,上白
糖,じゃがいも,揚げ油

ほうれんそう,とうもろこし(ｶｰ
ﾈﾙ冷凍）,玉葱,トマトケチャッ
プ,キャベツ,ミニトマト

牛乳,粒状大豆タンパク,豚
ひき肉,たまご,赤みそ,若
鶏　モモ(皮なし),ヨーグ
ルト(プレーン),寒天

25
木

10
水

牛乳,若鶏　モモ(皮なし),
豆乳,豚　モモ肉,いんげん
まめ(乾）,寒天,生クリー
ム(乳脂肪),調理用牛乳

精白米,おおむぎ(米粒
麦）,サラダ油,上白糖,
じゃがいも,グラニュー糖

玉葱,にんにく,レモン(果汁),
トマトケチャップ,キャベツ,ミ
ニトマト,にんじん,はくさい,
さやいんげん

18
木

8
月

牛乳,豚肩ロース(脂肪な
し),油揚げ,かつお加工品
(削り節),寒天,あずき(こ
し)

精白米,おおむぎ(米粒
麦）,油,上白糖,さといも,
練りごま,黒砂糖

9
火

牛乳,かつお加工品(削り
節),生鮭 ,赤みそ,豚　肩
肉,寒天

精白米,おおむぎ(米粒
麦）,上白糖,有塩バター,
油

5
金

牛乳,豚モモ(脂肪なし),米
みそ(赤色辛みそ),モーカ
サメ

精白米,おおむぎ(米粒
麦）,油,じゃがいも,練り
ごま,さつまいも,黒煎りご
ま,上白糖,水あめ

ごぼう,にんじん,だいこん,ね
ぎ,黄ピーマン,赤ピーマン,は
くさい,ぶなしめじ,ゆず(果皮､
生)

ごぼう,にんじん,だいこん,ね
ぎ,生姜,キャベツ,玉葱,えのき
たけ,ほんしめじ,えだまめ(冷
凍),りんご 濃縮還元ジュース,
りんご(缶詰)

脂質 摂取エネルギー全体の20～３０%

食塩相当量

※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。

２月平均（18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%

12
金

牛乳,豚　モモ肉,生わか
め,豚ひき肉,調理用牛乳,
加糖練乳

精白米,もち米,ごま油,炒
め油,白煎りごま,でんぷ
ん,しゅうまいの皮,上白糖

干し椎茸,たけのこ(水煮),にん
じん,グリンピース(冷凍),えの
きたけ,生姜,万能ねぎ,玉葱,ね
ぎ,生姜,黄桃（缶詰）

15
月

牛乳,無添加ハム,たまご,
豚モモ(脂肪なし)

精白米,おおむぎ(米粒
麦）,でんぷん,じゃがい
も,油,上白糖

例年、節分といえば「２月３日」。しかし、今

年の節分は…２月２日！？２月２日の節分

は1897年以来、124年ぶりだとのことです。

なぜ、今年の節分は２月２日なのでしょ

う？裏面をぜひお読みください♪

今年の節分は２月２日！

２月１２日旧正月にちなんで、中華ちまき風のごはんを

出します。


