
牛乳 746 kcal 牛乳 715 kcal

クッパ 33.9 ｇ ミルクパン　黒糖パン 30.4 ｇ

切干大根のナムル 24.6 ｇ 鶏とほうれん草クリーム煮 28.7 ｇ

レバーとじゃがいもの揚げ煮 3.1 ｇ フレンチサラダ 3.0 ｇ

グレープゼリー

牛乳 763 kcal 牛乳 742 kcal

ご飯　飛鳥汁 36.3 ｇ ご飯 30.5 ｇ

鶏の照り焼き 23.7 ｇ 具だくさんみそ汁 25.8 ｇ

ゆかりあえ 2.2 ｇ 魚の和風ラビゴットソース 1.8 ｇ

抹茶ミルクゼリー おかか和え

牛乳 712 kcal 牛乳 771 kcal

豚肉のうま煮丼 32.6 ｇ 焼肉チャーハン 28.3 ｇ

味噌汁 19.8 ｇ 春雨スープ 21.9 ｇ

野菜のごま和え 2.7 ｇ 野菜の中華和え 2.8 ｇ

杏仁豆腐

牛乳 882 kcal 牛乳 770 kcal

ご飯　沢煮椀 32.1 ｇ 鶏そぼろごはん 35.5 ｇ

みそカツ 25.3 ｇ 味噌汁 24.3 ｇ

付け合わせ（キャベツ・ミニトマト） 2.4 ｇ 大根とじゃがいもの煮物 3.1 ｇ

みかん

牛乳 727 kcal 牛乳 899 kcal

チキンライス 27.3 ｇ セルフフィッシュバーガー 37.4 ｇ

コーンスープ 24.0 ｇ なまずのフライ　豆乳マヨ 39.8 ｇ

サウピカンサラダ 3.3 ｇ 付け合せ(キャベツ・ミニトマト) 2.6 ｇ

いんげん豆と野菜のスープ

牛乳 826 kcal オレンジゼリー

高野豆腐のそぼろ丼 35.0 ｇ 牛乳 694 kcal

みそ汁 23.4 ｇ ご飯 27.1 ｇ

大根のべっこう煮 3.1 ｇ 中華スープ 19.2 ｇ

アップルゼリー 回鍋肉 2.2 ｇ

牛乳　　ご飯 745 kcal りんご

明日葉うどんのすまし汁 30.4 ｇ 牛乳 817 kcal

千草焼き 25.0 ｇ ご飯　みそ汁 35.0 ｇ

ごま和え 2.6 ｇ れんこんハンバーグ 25.7 ｇ

黒糖ミルクゼリーきなこソース 白菜のごま和え 2.2 ｇ

牛乳 799 kcal ﾐﾙｸｾﾞﾘｰゆずソースがけ

ご飯　すまし汁 34.9 ｇ 牛乳 821 kcal

魚のごまみそ焼き 25.8 ｇ コーンバターライス 33.4 ｇ

梅おかか和え 2.8 ｇ ミネストローネ 25.8 ｇ

じゃが芋の田舎煮 タンドリーチキン　粉ふき芋 2.6 ｇ

牛乳 828 kcal ショコラゼリー

ご飯 26.3 ｇ
ポークストロガノフ 27.6 ｇ 780 kcal 840 kcal
オリビエサラダ 2.5 ｇ 32.1 ｇ
桃ゼリー 25.3 ｇ

2.6 ｇ 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

ミルクパン,黒砂糖パン,油,薄
力粉,有塩バター,じゃがいも,
オリーブ油,上白糖

にんにく,にんじん,玉葱,マッ
シュルーム,ほうれんそう,
キャベツ,きゅうり,赤ピーマ
ン,ぶどう(濃縮還元ｼﾞｭｰｽ）

牛乳,米みそ,シルバー,かつお
加工品(削り節)

精白米,おおむぎ(米粒麦）,
じゃがいも,でんぷん,オリー
ブ油,サラダ油

ほうれんそう,にんじん,だい
こん,ねぎ,ひらたけ,えだま
め,とうもろこし(ｶｰﾈﾙ冷
凍）,クリームコーン,きゅう
り,玉葱,トマト,キャベツ,こ
まつな

1
木

牛乳,若鶏　モモ(皮なし),た
まご,まぐろ缶詰(味付けﾌﾚｰ
ｸ),豚肝臓,米みそ

精白米,おおむぎ(米粒麦）,
油,ごま油,白煎りごま,でんぷ
ん,じゃがいも,上白糖

にんにく,生姜,にんじん,だい
こん,大豆もやし,ほんしめじ,
万能ねぎ,切干しだいこん,こ
まつな,赤ピーマン,ねぎ,トマ
トケチャップ

14
水

牛乳,若鶏　モモ(皮なし),寒
天

2
金

牛乳,豚モモ(脂肪なし),木綿
豆腐,米みそ,調理用牛乳,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）,
じゃがいも,油,白煎りごま,上
白糖,甘納豆(あずき)

にんじん,だいこん,玉葱,万能
ねぎ,生姜,きゅうり

15
木

精白米,おおむぎ(米粒麦）,
ごま油,油,上白糖,白煎りご
ま,緑豆はるさめ

生姜,にんにく,ねぎ,こまつ
な,たけのこ(水煮),にんじん,
干し椎茸,生姜,ほうれんそう,
キャベツ,大豆もやし,きゅう
り,みかん缶,パイン缶詰,黄桃
（缶詰）

6
火

牛乳,モーカサメ,たまご,豆み
そ,寒天

精白米,おおむぎ(米粒麦）,
じゃがいも,薄力粉,パン粉
(乾燥),パン粉(半生),油,上白
糖

ごぼう,たけのこ(水煮),にん
じん,だいこん,干し椎茸,ね
ぎ,根みつば,キャベツ,ミニト
マト,みかん

19
月

牛乳,鶏ももひき肉（二度挽
き）,たまご,油揚げ,米みそ,
豚モモ(脂肪なし)

精白米,おおむぎ(米粒麦）,
油,上白糖,こんにゃく,じゃが
いも

ごぼう,えだまめ(冷凍),キャ
ベツ,えのきたけ,にんにく,生
姜,にんじん,だいこん,さやい
んげん

5
月

牛乳,豚肩(脂肪なし),油揚げ,
米みそ

精白米,おおむぎ(米粒麦）,
油,しらたき,ごま(乾),上白糖

生姜,ごぼう,玉葱,にんじん,
たけのこ(水煮),はくさい,え
だまめ(冷凍),かぶ,かぶ(葉),
キャベツ,もやし

17
土

牛乳,豚　肩肉,さつま揚げ,た
まご,寒天

牛乳,豚　肩肉,甜麺醤

20
火

牛乳,なまず,たまご,豆乳,豚
モモ肉,いんげんまめ(乾）,
寒天

精白米,おおむぎ(米粒麦）,
ごま油,白煎りごま,油,上白
糖,かたくり粉

チンゲンツァイ,きくらげ
(乾),ねぎ,生姜,にんにく,キャ
ベツ,青ピーマン,玉葱,りんご

キャベツ,ミニトマト,にんに
く,にんじん,玉葱,はくさい,
こまつな,ｵﾚﾝｼﾞ（濃縮還元
ｼﾞｭｰｽ）

21
水

7
水

牛乳,若鶏　モモ(皮なし),無
添加ベーコン,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,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,赤ピーマ
ン

ショートニングパン,薄力粉,
パン粉(乾燥),パン粉(半生),
油,上白糖,じゃがいも

8
木

牛乳,鶏　ひき肉（二度挽
き）,高野豆腐,油揚げ,米み
そ,豚　肩肉,寒天

精白米,おおむぎ(米粒麦）,
油,上白糖,じゃがいも

生姜,にんじん,干し椎茸,さや
いんげん,玉葱,だいこん,えだ
まめ(冷凍),りんご 濃縮還元
ジュース,りんご(缶詰)

精白米,おおむぎ(米粒麦）,
パン粉(乾燥),上白糖,でんぷ
ん,白煎りごま

かぼちゃ,玉葱,生姜,ねぎ,万
能ねぎ,れんこん,はくさい,に
んじん,マーマレード(高糖
度)

12
月

牛乳,木綿豆腐,さわら,米み
そ,鰹糸削り（おかか）

精白米,おおむぎ(米粒麦）,
油,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

23
金

牛乳,無添加ベーコン,若鶏
モモ(皮なし),若鶏,ヨーグル
ト(プレーン),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）,
有塩バター,油,じゃがいも,上
白糖,グラニュー糖

とうもろこし(冷凍）,玉葱,
にんにく,セロリー,にんじん,
キャベツ,ホールトマト,さや
いんげん,トマトケチャップ,
ミニトマト

9
金

牛乳,豚ひき肉,たまご,寒天,
調理用牛乳

精白米,おおむぎ(米粒麦）,
明日葉うどん（乾）,油,上白
糖,白煎りごま,黒砂糖

干し椎茸,万能ねぎ,にんじん,
玉葱,ほうれんそう,大豆もや
し

22
木

牛乳,油揚げ,米みそ,豚ひき肉
（脂なし二度挽）,調理用牛
乳,たまご,寒天,生クリーム
(乳脂肪)

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。

13
火

牛乳,豚　モモ肉,生クリーム
(乳脂肪),無添加ロースハム,
豆乳,寒天

精白米,おおむぎ(米粒麦）,
油,上白糖,有塩バター,薄力
粉,じゃがいも

にんにく,セロリー,玉葱,マッ
シュルーム,にんじん,ホール
トマト,トマトケチャップ,グ
リンピース(冷凍),きゅうり,
ホールコーン,黄桃（缶詰）

1２月平均（１７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

名古屋名物「みそカツ」。豚肉は冷めると固くなりやすいので、

「モーカサメ」で作ります。豚ヒレにも似た味わいです。

ロシアの料理。詳しくは裏面をご覧ください♪

22日は冬至です
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