
牛乳 765 kcal 牛乳 760 kcal

ちらし寿司 29.7 ｇ ご飯　かす汁 29.8 ｇ

白みそ雑煮風 19.5 ｇ 魚と野菜の煮物 23.2 ｇ

野菜のごま和え 2.8 ｇ 切干大根のおかか和え 2.8 ｇ

りんご 黒糖ミルクゼリーきなこソース

牛乳 760 kcal 牛乳 810 kcal

赤飯 38.6 ｇ あんかけチャーハン 32.8 ｇ

七草汁 22.1 ｇ 野菜の甘酢和え 28.6 ｇ

松風焼き 2.6 ｇ レバーとじゃがいもの揚げ煮 3.2 ｇ

切干大根の炒め煮

牛乳 860 kcal 牛乳 805 kcal

五目鶏めし 34.5 ｇ ご飯　鶏つくねの豆乳スープ 35.2 ｇ

沢煮椀 24.6 ｇ 魚の南蛮漬け 24.5 ｇ

豆腐のてりやき 3.3 ｇ ひじきサラダ 3.1 ｇ

水ようかん みかん

牛乳 876 kcal 牛乳 765 kcal

カルボナーラ風スパゲッティ 35.1 ｇ チキンライス 27.6 ｇ

いんげん豆と野菜のスープ 30.1 ｇ コーンスープ 24.1 ｇ

さつまいもとりんごのケーキ 2.5 ｇ サウピカンサラダ 3.3 ｇ

りんご

牛乳 【はじまりの献立】 775 kcal 牛乳 752 kcal

ご飯　さつま汁 35.4 ｇ 天津飯 31.9 ｇ

鮭の塩焼き 21.9 ｇ 中華風わかめスープ 23.2 ｇ

かわり金平 2.5 ｇ 杏仁豆腐 2.6 ｇ

野菜の練りごまソース

牛乳 【今も昔も人気…な献立】 888 kcal 牛乳 825 kcal

きなこ揚げパン＆パン 35.2 ｇ かしわパン 39.9 ｇ

カレーシチュー 36.0 ｇ いんげん豆と野菜のスープ 35.6 ｇ

コーンサラダ 3.6 ｇ タンドリーサバ　付け合わせ 3.2 ｇ

みかん チャイゼリー

牛乳 【なつかしの献立】 833 kcal

ご飯　みそ汁 34.2 ｇ 803 kcal 840 kcal

くじらの竜田揚げ 22.4 ｇ 33.7 ｇ（16.8％）

おひたし 2.6 ｇ 25.5 ｇ（28.6％）

フルーツヨーグルト 2.9 ｇ 2.5 ｇ未満

牛乳 【秋田の郷土料理】 830 kcal

わかめご飯 37.3 ｇ

きりたんぽ汁 24.2 ｇ

鰤の照り焼き 3.5 ｇ

かぼちゃのいとこ煮

牛乳　【フィリピンの料理】 801 kcal

ご飯　 33.7 ｇ

シニガン　アドボ 28.0 ｇ

キャロットサラダ 2.1 ｇ

ミルクゼリーマンゴーソース

牛乳 741 kcal

ご飯　けんちん汁 28.7 ｇ

千草焼き 20.6 ｇ

野菜の海苔和え 2.3 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。

１月平均（16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%

食塩相当量

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

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

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

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

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

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

30
月

25
水

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）

10
火

牛乳,若鶏　モモ(皮なし),たま
ご,刻みのり,絹ごし豆腐,白みそ

精白米,油,さといも,でんぷん,白
玉粉,ごま(乾),上白糖

にんじん,生姜,干し椎茸,ぶなし
めじ,ごぼう,れんこん,さやいん
げん,京人参,かぶ,かぶ(葉),キャ
ベツ,もやし,りんご

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

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

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

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

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

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)

31
火

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)

17
火

牛乳,きな粉(大豆）,豚　モモ肉,
調理用牛乳

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

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

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)

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

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－

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）

永福

「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。


