
牛乳 885 kcal 牛乳 745 kcal

シーフードピラフ 31.0 ｇ ごはん　具だくさんみそ汁 36.3 ｇ

かぼちゃのポタージュ 37.0 ｇ 鶏の香味焼き 22.2 ｇ

フレンチサラダ 3.0 ｇ 金平ごぼう 2.9 ｇ

ティラミスゼリー 厚揚げの南蛮煮

牛乳 831 kcal 牛乳 850 kcal

ごはん　沢煮椀 37.0 ｇ ごはん　もずく入りみそ汁 26.7 ｇ

魚のみそマヨネーズ焼き 28.5 ｇ さといもコロッケ 24.2 ｇ

白菜のごま和え 2.5 ｇ 付け合わせ（キャベツトマト） 2.2 ｇ
ジャガイモの田舎煮 ホワイトポンチ

牛乳 762 kcal 牛乳 798 kcal

五目ちらし寿司 34.1 ｇ マーボー豆腐丼 40.8 ｇ

いわしのつみれ汁 21.4 ｇ サムゲタンスープ 24.6 ｇ

五目豆 2.9 ｇ 切干大根のナムル 3.5 ｇ

みかん

牛乳 799 kcal 牛乳 838 kcal

豚肉とごぼうのまぜごはん 27.9 ｇ ごはん　けんちん汁 28.0 ｇ

ごまけんちん汁 26.7 ｇ お好み焼き 24.0 ｇ

おかか和え 2.8 ｇ 切干大根の炒め煮 2.4 ｇ

あんみつ 黒糖ミルクゼリーき
なこソース牛乳 815 kcal 牛乳 764 kcal

ごはん　沢煮椀 34.9 ｇ ごはん　 32.5 ｇ

いんげん豆と野菜のスープ 29.3 ｇ 汁ビーフン 22.1 ｇ

フリッタータ 2.6 ｇ 酢豚 2.5 ｇ

キャロットサラダ バンサンスー

牛乳 816 kcal 牛乳 841 kcal

カレー南蛮うどん 29.4 ｇ かしわパン　ミネストローネ 39.5 ｇ

ツナサラダ 20.7 ｇ 鮭のメープル焼き 32.8 ｇ

大学いも 2.9 ｇ プーティン 3.9 ｇ
りんご

牛乳 773 kcal 牛乳 836 kcal

中華菜飯 31.2 ｇ ひき肉カレー 27.4 ｇ

ワンタンスープ 25.7 ｇ エリンギサラダ 29.3 ｇ
レバーとじゃがいもの揚げ煮 2.8 ｇ フルーツヨーグルト 2.9 ｇ

牛乳 766 kcal 牛乳 873 kcal

ごはん　豚汁 33.0 ｇ ルーローハン 32.0 ｇ

魚の利休焼き 26.3 ｇ 中華風コーンスープ 32.5 ｇ

白菜のゆず浸し 2.4 ｇ 杏仁豆腐 3.1 ｇ
さつまいもミルクゼ
リー牛乳 783 kcal 牛乳 787 kcal

中華ちまき風ごはん 31.1 ｇ ごはん　土佐汁 38.4 ｇ

中華風わかめスープ 23.9 ｇ 鮭のちゃんちゃん焼き 19.2 ｇ

花しゅうまい 2.8 ｇ 大根のべっこう煮 2.5 ｇ

杏仁豆腐ゼリー 水ようかん

牛乳 836 kcal
ソフトフランスパン　チーズパン 37.7 ｇ 811 kcal 840 kcal

じゃがいもと野菜のスープ 34.9 ｇ 32.8 ｇ（16.１％）

魚のアクアパッツァ風 3.2 ｇ 27.0 ｇ（29.9％）

ショコラゼリー 2.9 ｇ 2.5 ｇ未満食塩相当量

２月平均（19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%

17
金

牛乳,豚ひき肉,赤みそ,押し豆
腐,若鶏　モモ(皮なし),まぐ
ろ缶詰

精白米,おおむぎ(米粒麦）,
油,上白糖,でんぷん,ごま油,
白煎りごま

生姜,にんにく,ねぎ,にんじん,干し椎
茸,にら,だいこん,ごぼう,切干しだい
こん,大豆もやし,ほうれんそう,赤
ピーマン

精白米,おおむぎ(米粒麦）,
油,上白糖,でんぷん

玉葱,にんにく,だいこん,チン
ゲンツァイ,にんじん,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）

14
火

牛乳,豚　モモ肉,メルルーサ
,あさり（むき身）,寒天,生ク
リーム(乳脂肪),調理用牛乳

ソフトフランス,チーズパン,
油,じゃがいも,でんぷん,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,ミニトマ
ト

13
月

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,油,状
白糖,白煎りごま,でんぷん,
しゅうまいの皮

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）

10
金

牛乳,豚モモ(脂肪なし),米み
そ(赤色辛みそ),モーカサメ,
調理用牛乳,生クリーム(乳脂
肪),寒天

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,上白糖

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)

28
火

牛乳,かつお加工品(削り節),
生鮭 ,赤みそ,豚　肩肉,あず
き(こし),寒天

精白米,おおむぎ(米粒麦）,
上白糖,有塩バター

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),黄桃（缶詰）

7
火

牛乳,豚　モモ肉,いんげんま
め(乾）,まぐろ缶詰,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,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,マッシュ
ルーム(水煮缶詰),トマトケ
チャップ,きゅうり,レーズン,
黄ピーマン

27
月

牛乳,豚中型種ばら,豚　モモ
肉,無添加ロースハム,たまご,
寒天

ショートニングパン,油,有塩
バター,じゃがいも,メープル
シロップ,小麦粉

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,トマトケチャップ,りんご

9
木

牛乳,豚　肩肉,豚　モモ肉,豚
肝臓,米みそ

精白米,押し麦,ごま油,油,上
白糖,わんたんの皮,でんぷん,
じゃがいも

にんじん,たけのこ(水煮),干
し椎茸,こまつな,玉葱,もや
し,ねぎ,生姜,トマトケチャッ
プ

24
金

牛乳,豚ひき肉,粉チーズ,ヨー
グルト(プレーン)

精白米,おおむぎ(米粒麦）,
油,有塩バター,はちみつ,小麦
粉,オリーブ油,上白糖

玉葱,にんにく,生姜,にんじ
ん,セロリー,ホールトマト,青
ピーマン,キャベツ,こまつな,
エリンギ,パインアップル(缶
詰),みかん缶,黄桃（缶詰）

3
金

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(水煮缶詰）,
こんぶ

精白米,上白糖,油,でんぷん,
こんにゃく

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,ねぎ,だいこん,ほう
れんそう,みかん

22
水

牛乳,無添加ベーコン,生鮭 ,
ピザ用チーズ,調理用牛乳

精白米,おおむぎ(米粒麦）,
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,万能ねぎ,しょう
が(甘酢漬),切干しだいこん,
干し椎茸

8
水

牛乳,豚モモ(脂肪なし),まぐ
ろ缶詰

うどん(ゆで),上白糖,でんぷ
ん,油,オリーブ油,さつまい
も,黒煎りごま,水あめ

玉葱,にんじん,生しいたけ,ご
ぼう,ねぎ,こまつな,キャベ
ツ,きゅうり,とうもろこし
(ｶｰﾈﾙ冷凍）,赤ピーマン

21
火

牛乳,若鶏　モモ(皮なし),豚
モモ(脂肪なし),無添加ボン
レスハム

精白米,おおむぎ(米粒麦）,
ごま油,じゃがいも,油,でんぷ
ん,上白糖

にんじん,きくらげ(乾),ねぎ,
こまつな,生姜,玉葱,たけのこ
(水煮),青ピーマン,トマトケ
チャップ,もやし,きゅうり,黄
ピーマン

1
水

牛乳,無添加ショルダーベー
コン,豚肩ロース,いか,調理用
牛乳,生クリーム(乳脂肪),ク
リームチーズ,ヨーグルト(プ
レーン),ウルトラ寒天

精白米,有塩バター,油,オリー
ブ油,食パン,上白糖,グラ
ニュー糖

玉葱,赤ピーマン,マッシュ
ルーム(水煮缶詰),グリン
ピース(冷凍),にんにく,かぼ
ちゃペースト,キャベツ,きゅ
うり,にんじん

20
月

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),豆乳,油
揚げ,寒天,調理用牛乳

6
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

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

16
木

牛乳,木綿豆腐,油揚げ,もずく
(塩蔵､塩抜き),米みそ(淡色
辛みそ),豚ひき肉（脂なし二
度挽）,たまご,寒天,乳酸菌飲
料

精白米,おおむぎ(米粒麦）,
さといも,じゃがいも,油,乾燥
マッシュポテト,薄力粉,パン
粉(生),パン粉(乾燥),上白糖

玉葱,えのきたけ,にんじん,
キャベツ,ミニトマト,パイン
缶詰,黄桃（缶詰）

15
水

牛乳,米みそ(淡色辛みそ),若
鶏　モモ(皮なし),生揚げ

精白米,おおむぎ(米粒麦）,
じゃがいも,上白糖,ごま油,白
煎りごま,油,つきこんにゃく,
でんぷん

こまつな,にんじん,だいこん,
ねぎ,ひらたけ,生姜,にんに
く,セロリー,ごぼう,玉葱,え
だまめ(冷凍)

※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。

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

2
木

牛乳,豚　肩肉,さわら ,豆乳,
赤みそ,粉チーズ

精白米,おおむぎ(米粒麦）,
油,上白糖,パン粉(乾燥),ごま
(乾),じゃがいも,かたくり粉

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,はくさい

２月３日は節分です。

カナダの料理を出します。「プーティン」はフライドポテトにチーズとグレービーソースをか

けた料理です♪

「ルーローハン」は台湾の料理です。トロトロに煮込んだ豚

肉をごはんにかけて食べます。

サムゲタンは韓国料理の一つで、鶏肉と高麗人参などの漢方を煮込んだ料理です。


