
令和元年度　　　　　　　　　　 2月の献立予定表　　　　　　　　　　台東区立平成小学校
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大豆ごはん
鶏ひき肉・刻み昆布
大豆・油揚げ

米・もち米・油・さとう にんじん 757ｋｃａｌ 肉うどん 豚肉・油揚げ 冷凍うどん・さとう
たけのこ・にんじん・ごぼう
干ししいたけ・小松菜・長ねぎ 555ｋｃａｌ

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

つみれ汁
たらすり身・いわしすり身
たまご・白みそ・豆腐

でんぷん
にら・しょうが・長ねぎ・にんじん
はくさい はるまき 豚肉

春巻きの皮・ごま油・はるさめ
でんぷん・小麦粉・油

しょうが・にんじん・長ねぎ・もやし
たけのこ

さつまいものカリント揚げ スキムミルク
さつまいも・油・ざらめ
白ごま くだもの くだもの（みかんの予定）

カレーライス 鶏肉・粉チーズ
米・麦・油・じゃがいも
バター・小麦粉

にんにく・しょうが・にんじん・玉ねぎ 702ｋｃａｌ ごはん 米 662ｋｃａｌ

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

ボイルキャベツとコーン さとう・ごま油・白ごま キャベツ・コーン・にんじん 生揚げのそぼろ煮 鶏ひき肉・生揚げ 油・さとう・でんぷん にんじん・玉ねぎ・さやいんげん

りんごのゼリー かんてん さとう りんごジュース ごま入り煮びたし さとう・白ごま ちんげんさい・もやし・キャベツ

ガーリックトースト 厚切り食パン・バター にんにく・パセリ 620ｋｃａｌ ピザトースト ピザ用チーズ 厚切り食パン・バター
玉ねぎ・マッシュルーム・ピーマン
トマトピューレ 694ｋｃａｌ

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

チキントマトシチュー 鶏もも肉
油・じゃがいも・さとう
バター・小麦粉

にんじん・玉ねぎ・トマトピューレ
パセリ ホワイトシチュー 鶏肉・調理用牛乳・生クリーム 油・じゃがいも・バター・小麦粉 にんじん・玉ねぎ・パセリ

くだもの くだもの（みかんの予定） くだもの くだもの（みかんの予定）

こぎつねごはん 油揚げ・鶏肉 米・油・さとう・白ごま にんじん・こまつな 595ｋｃａｌ ごはん　 米 744ｋｃａｌ

牛乳 牛乳 牛乳　二色ゼリー 牛乳・かんてん・調理用牛乳 さとう アセロラジュース

けんちん煮 鶏肉・とうふ ごま油・油・里いも ごぼう・にんじん・こんにゃく・大根・長ねぎ インド風うま煮 鶏肉 でんぷん・油・じゃがいも・さとう
しょうが・干ししいたけ・にんじん
たけのこ・玉ねぎ・グリンピース

白菜と青菜のおかか和え ごま油 はくさい・こまつな 洋風かきたまスープ たまご でんぷん セロリ・玉ねぎ・パセリ

ごはん　　牛乳 牛乳 米 588ｋｃａｌ 大豆のかき揚げ むきえび・大豆・たまご 米・小麦粉・さとう 玉ねぎ・にんじん ６７１ｋｃａｌ

魚のねぎみそ焼き ホキ・白みそ さとう・ごま油・油 長ねぎ 牛乳 牛乳

五目きんぴら 油・じゃがいも・さとう・白ごま ごぼう・にんじん・糸こんにゃく おろし煮びたし えのき・大根・キャベツ・こまつな

ひじき入りかきたま汁 ひじき・たまご・さとう はくさい・長ねぎ なめこ汁 豆腐・赤みそ なめこ・長ねぎ

炒めジャージャー麺 豚ひき肉・赤みそ
蒸し中華めん・油・ごま油
さとう・でんぷん

もやし・しょうが・長ねぎ・にんじん
玉ねぎ 675ｋｃａｌ 釜焼きビビンバ 鶏ひき肉 米・油・さとう・ごま油・白ごま 大豆もやし・ほうれん草・しょうが・にんにく 649ｋｃａｌ

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

中華風野菜炒め うずらのたまご 油・ごま油・でんぷん
しょうが・にんじん・たけのこ・きくらげ
もやし・キャベツ・にら キムチスープ 鶏肉・豆腐・たまご 油・でんぷん にんじん・玉ねぎ・はくさい・キムチ

くだもの くだもの（みかんの予定） オレンジゼリー かんてん さとう オレンジジュース

カレー風味バターライス 米・バター パセリ 677ｋｃａｌ 中華丼 豚肉・いか・むきえび・うずら 米・油・でんぷん
しょうが・にんじん・たけのこ・玉ねぎ
きくらげ・もやし・キャベツ・こまつな 652ｋｃａｌ

牛乳　　くだもの 牛乳 くだもの（みかんの予定） 牛乳 牛乳

トゥルル 鶏肉・大豆 油・バター
玉ねぎ・にんじん・なす・パプリカ
ホールコーン・トマト ハム入りバンサンスー ロースハム はるさめ・ごま油・さとう にんじん・もやし・きゅうり

チーズロール プロセスチーズ
ワンタンの皮・でんぷん
小麦粉 くだもの くだもの（みかんの予定）

たまごチャーハン たまご 米・油 長ねぎ 732ｋｃａｌ スパゲティミートソース 豚ひき肉・粉チーズ スパゲティ・油・さとう
にんにく・しょうが・玉ねぎ・にんじん・マッ
シュルーム・ホールトマト・トマトペースト 635ｋｃａｌ

牛乳　　ぶどうゼリー 牛乳　　かんてん さとう ぶどうジュース 牛乳 牛乳

ジャンボぎょうざ 豚ひき肉
ぎょうざの皮・ごま油
でんぷん・小麦粉・油

にんにく・しょうが・にら・キャベツ・長ねぎ コーンソテー バター コーン・キャベツ・青菜

わかめスープ とうふ・わかめ 白ごま たけのこ・長ねぎ くだもの くだもの（みかんの予定）

チキンライス 鶏もも肉 米・バター・油
にんじん・玉ねぎ・マッシュルーム
グリンピース 780ｋｃａｌ ミルクパン　　牛乳 牛乳 ミルクパン 607ｋｃａｌ

牛乳 牛乳 コロッケ 鶏ひき肉・たまご
じゃがいも・油・小麦粉
生パン粉

玉ねぎ

コンソメスープ セロリ・玉ねぎ・にんじん・キャベツ・パセリ ゆでキャベツ キャベツ

米粉のブラウニー
米粉・ミルクチョコレート
バター・さとう 白菜スープ ベーコン にんじん・はくさい・玉ねぎ

☆料理名の行を右にたどると、その料理に使われている材料と働きが分かります。 ☆食中毒防止のため果物以外は加熱しています。

☆学校行事その他の都合により、献立を変更することがあります。 ２／１２～２／１４　オリンピック・パラリンピックにちなんで世界の料理を紹介します。
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