
牛乳 839 kcal 牛乳 801 kcal

ごはん 31.1 ｇ ビビンバ 33.6 ｇ

飛鳥汁　ごぼうの柳川焼き 27.8 ｇ ラーメンスープ 23.4 ｇ

ゆかり和え 2.2 ｇ 果物盛り合わせ 3.2 ｇ

抹茶ミルクゼリー 　（メロン・パイン）

牛乳 858 kcal 牛乳 796 kcal

シシジューシー 26.5 ｇ ごはん　具だくさんみそ汁 34.4 ｇ

イナムドゥチ 29.4 ｇ 豆腐の和風ハンバーグ 16.6 ｇ

にんじんシリシリ 2.6 ｇ 野菜のごま和え 2.9 ｇ

サーターアンダギー 水ようかん

牛乳 785 kcal 牛乳 898 kcal

ごはん　みそ汁 31.5 ｇ かしわパン　いんげん豆と野菜のスープ 38.8 ｇ

魚の南蛮漬け 19.6 ｇ 魚のマスタードソース 37.7 ｇ

ごま和え 2.9 ｇ ラビゴットサラダ 3.6 ｇ

かぼちゃの煮つけ ミルクゼリー　ピーチソースかけ

牛乳 836 kcal ジョアプレーン 798 kcal

きなこ豆乳トースト 30.1 ｇ もやしチャーハン 32.5 ｇ

クラムチャウダー 34.0 ｇ ワンタンスープ 21.0 ｇ

ツナサラダ 3.2 ｇ レバーとじゃがいもの揚げ煮 3.1 ｇ

牛乳 853 kcal 牛乳 791 kcal

穴子入り五目寿司 29.5 ｇ つけ麺 27.9 ｇ

そうめん汁 23.0 ｇ （ナムル・ゆで卵） 24.7 ｇ

七夕ゼリー 3.2 ｇ ホワイトポンチ 3.3 ｇ

牛乳 817 kcal 牛乳 833 kcal

ごはん　けんちん汁 34.0 ｇ 夏野菜カレーライス 26.7 ｇ

鶏のごまみそ焼き 22.4 ｇ キャベツサラダ 23.4 ｇ

梅おかか和え 2.8 ｇ フルーツヨーグルト 2.3 ｇ

じゃがいもの田舎煮

牛乳 849 kcal

ぶたキャベ丼 33.3 ｇ

中華風コーンスープ 24.1 ｇ 830 kcal 840 kcal

杏仁豆腐 2.9 ｇ 31.8 （15.3％）

25.3ｇ （27.4％）

牛乳 859 kcal 2.9ｇ 2.5 ｇ未満

ごはん　みそ汁 35.3 ｇ

魚のさざれ焼き 27.1 ｇ

おひたし 2.1 ｇ

カルピスヨーグルト

　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
たんぱく質 たんぱく質

脂質 脂質

食塩相当量 食塩相当量

1
3
火

牛乳,粒状大豆タン
パク,豚ひき肉,たま
ご,赤みそ,豚　モモ
肉,なると,生わかめ

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

1
5
木

牛乳,豚　モモ肉,い
んげんまめ(乾）,メ
ルルーサ,寒天,生ク
リーム(乳脂肪)

精白米,米粒麦,油,上
白糖,ごま油,白煎り
ごま,ラード,干し中
華めん(乾)

生姜,にんにく,大豆もやし,ほう
れんそう,ねぎ,メロン(温室),パ
インアップル

3
土

牛乳,豚ばら,刻み昆
布,板なしかまぼこ,
生揚げ,白みそ,まぐ
ろ缶詰,たまご

精白米,米粒麦,油,こ
んにゃく,小麦粉,上
白糖,強力粉,黒砂糖,
でんぷん

にんじん,万能ねぎ,干し椎茸,だ
いこん,こまつな,もやし

1
4
水

牛乳,みそ,豚ひき肉,
木綿豆腐,たまご,あ
ずき(こし),寒天

精白米,米粒麦,じゃ
がいも,パン粉(乾
燥),でんぷん,ごま
(乾),上白糖

こまつな,だいこん,ねぎ,ひらた
け,生姜,にんじん,にら,キャベ
ツ,もやし,黄桃（缶詰）

1
木

牛乳,豚モモ,木綿豆
腐,みそ,調理用牛乳,
豚ひき肉,たまご,寒
天,生クリーム(乳脂
肪)

精白米,米粒麦,油,
じゃがいも,上白糖,
白煎りごま,甘納豆
(あずき)

にんじん,だいこん,玉葱,万能ね
ぎ,ごぼう,ねぎ,さやいんげん,
きゅうり

1
9
月

牛乳,豚ばら,豚モモ,
たまご,寒天,乳酸菌
飲料(殺菌)

ショートニングパ
ン,油,じゃがいも,有
塩バター,上白糖

にんにく,にんじん,玉葱,キャベ
ツ,さやいんげん,えだまめ(冷
凍),きゅうり,ミニトマト,とう
もろこし(ｶｰﾈﾙ冷凍）,クリーム
コーン,黄桃（缶詰）

6
火

牛乳,豆乳,きな粉(大
豆）,無添加ベーコ
ン,あさり（むき
身）,調理用牛乳,生
クリーム(乳脂肪),ま
ぐろ缶詰

食パン,上白糖,グラ
ニュー糖,チーズパ
ン,油,じゃがいも,有
塩バター,薄力粉

セロリー,にんじん,玉葱,キャベ
ツ,きゅうり,とうもろこし,赤
ピーマン 1

6
金

ジョア（プレー
ン）,豚　モモ肉,た
まご,豚肝臓,みそ

精白米,米粒麦,ごま
油,油,わんたんの皮,
でんぷん,じゃがい
も,上白糖

ねぎ,にんじん,青ピーマン,もや
し,玉葱,こまつな,生姜,トマト
ケチャップ

5
月

牛乳,油揚げ,みそ,メ
ルルーサ

精白米,米粒麦,でん
ぷん,薄力粉,油,上白
糖,ごま(乾),上白糖

とうがん,ねぎ,生姜,ほうれんそ
う,もやし,にんじん,ひらたけ,
かぼちゃ

たんぱく質 摂取エネルギー全体の13～20%

蒸し中華めん,油,上
白糖,ごま油,ラード

生姜,にんにく,ねぎ,大豆もや
し,キャベツ,にんじん,こまつ
な,パイン缶詰,黄桃（缶詰）

8
木

牛乳,木綿豆腐,若鶏
モモ,白みそ,鰹糸削
り（おかか）

精白米,米粒麦,油,さ
といも,白煎りごま,
上白糖，じゃがい
も,かたくり粉

ごぼう,にんじん,だいこん,ね
ぎ,キャベツ,こまつな,梅肉

2
0
火

牛乳,豚モモ,しらす
干し(微乾燥品),ヨー
グルト(プレーン)

精白米,米粒麦,油,
じゃがいも,有塩バ
ター,薄力粉,オリー
ブ油,上白糖

玉葱,にんにく,生姜,セロリー,
ズッキーニ,なす,にんじん,トマ
トピューレ,キャベツ,黄ピーマ
ン,赤ピーマン,パインアップル
(缶詰),みかん缶,りんご(缶詰)

7
水

牛乳,油揚げ,あなご
(蒸し),たまご,刻み
のり,木綿豆腐,焼き
竹輪,乳酸菌飲料,寒
天

精白米,上白糖,油,で
んぷん,白煎りごま,
そうめん(乾),焼き麩

かんぴょう(乾),干し椎茸,生姜,
にんじん,さやいんげん,ぶなし
めじ,万能ねぎ,ぶどうジュース,
黄桃（缶詰）

◎７月３日（土）は学校公開日のため給食があります。振替休業日は７月２日（金）です。

脂質 摂取エネルギー全体の20～３０%

1
2
月

牛乳,みそ,しろさけ,
豆乳,かつお加工品
(削り節),カルピス,
ヨーグルト(プレー
ン)

精白米,米粒麦,じゃ
がいも,油,上白糖,パ
ン粉(生),白煎りごま

玉葱,こまつな,キャベツ,にんじ
ん,パイン缶詰,黄桃（缶詰）

食塩相当量

9
金

牛乳,豚モモ,豚ばら,
みそ,無添加ロース
ハム,たまご,寒天

精白米,米粒麦,油,上
白糖,でんぷん

生姜,玉葱,にんじん,キャベツ,
トマトケチャップ,ホールコー
ン,クリームコーン,ほうれんそ
う,みかん缶,パイン缶詰,黄桃
（缶詰）

※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。

７月平均（14回） 基準値

エネルギー

７月７日は五節句の一つ「七夕」です。もともと七夕には

「索餅（さくべい）」という縄のように編んだ小麦粉のお菓子を

お供えして無病息災を願っていましたが、それが後に「そうめ

ん」になったといいます。糸に見立てて「機織り（裁縫）が上手にな

りますように」とか織姫と彦星の伝説にあやかって「よい出会いがあ

りますように」といった、七夕独特の願い事がそうめんには込められ

ているとも言われています。
「索餅(さくべい)」




