
主　食 牛乳 体　を　作る（赤） 働 く 力 になる（黄） 体 の 調子をよくする（緑）
小学部
低学年

中学部
高等部

ごはん 根菜入りつくね 鶏ひき肉、ひじき 米、砂糖、油 人参、いんげん、玉ねぎ、人参

天ぷら、油揚げ もやし、ねぎ 528 750

もやしのみそ汁 みそ、牛乳

ごはん さばのホイル焼き さば、みそ、豚肉 米、砂糖、ごま 生姜、玉ねぎ、人参、もやし

卵、かまぼこ ちんげん菜、みつば、お茶 478 735

かきたま汁、八女茶ムース 牛乳

麦ごはん チキンカツ 鶏肉、わかめ 米、麦。小麦粉、パン粉 きゅうり、玉ねぎ、しめじ

ほぐしかまぼこ、みそ 砂糖、ごま、じゃがいも ねぎ 468 722

　 じゃがいものみそ汁 油揚げ、牛乳

カレービーンズ 牛ひき肉、大豆 パン、マーガリン、油 りんご、人参、玉ねぎ、枝豆

パスタスープ ベーコン、牛乳 砂糖、マカロニ にんにく、トマト、セロリ 485 784

キャベツ

ごはん 牛肉、ベーコン 米、春雨、ごま、砂糖 人参、ピーマン、にら

コーン入りたまごスープ 卵、牛乳 ごま油、でん粉 きくらげ、にんにく、生姜 459 740

玉ねぎ、ほうれん草

ごはん あじ、チーズ、ハム 米、小麦粉、パン粉 ごぼう、人参、きゅうり

ごぼうサラダ 油揚げ、みそ 油、ノンエッグマヨネーズ えのき、玉ねぎ、ねぎ 487 720

えのきのみそ汁 牛乳 ごま

ごはん 牛肉、粉チーズ 米、油、生クリーム 玉ねぎ、人参、ピーマン

かまぼこ、わかめ にんにく、トマト、キャベツ 465 759

牛乳 大根、コーン、いよかん

うどん 豚肉、かまぼこ、いか うどん、ごま油、小麦粉 キャベツ、もやし、玉ねぎ

　 ぎょうざ（小２個、中高3個） ひき肉、ヨーグルト 人参、きくらげ、ねぎ 421 669

　 ヨーグルト 牛乳

ウインナー、ベーコン パン、じゃがいも、油 キャベツ、きゅうり、人参

野菜のドレッシング和え ホタテ、あさり グリンピース、コーン 468 766

粉チーズ、牛乳 うどん、ごま油、小麦粉

ごはん 卵、豚ひき肉、豆腐 米、砂糖、油 なす、人参、いんげん

なすの炒め煮 油揚げ、みそ でん粉 玉ねぎ、えのき、ねぎ 478 730

牛乳

ごはん お茶ふりかけ 鶏肉、わかめ 米、里芋、砂糖、油 お茶、糸こんにゃく、たけのこ

筑前煮　　～かみかみ献立～ 油揚げ、みそ 干椎茸、大根、ごぼう 431 716

わかめのみそ汁 牛乳 人参、いんげん、玉ねぎ、えのき

ごはん ソースカツ丼 豚肉、とうふ 米、小麦粉、パン粉 キャベツ、きゅうり

春雨のすまし汁 かまぼこ、いりこ 油、砂糖、春雨 ねぎ 476 736

アーモンド入り小魚 牛乳 アーモンド

麦ごはん かつおの生姜煮 かつお、豚肉 米、麦、アーモンド キャベツ、人参、ごぼう

　 キャベツのナッツ和え みそ、牛乳 砂糖、油、里芋 干椎茸、玉ねぎ、糸こんにゃく 455 700

豚汁 ねぎ

チキンハンバーグ チーズ、鶏肉 パン、ごま、砂糖 ブロッコリー。玉ねぎ

ブロッコリーのごま酢和え ベーコン、大豆 じゃがいも、マカロニ 人参、セロリ、トマト 503 753

ミネストローネ 牛乳 いんげん

救給カレー ベーコン 米、パン、油、砂糖 コーン、人参、玉ねぎ、トマト

キャベツのスープ 牛乳 じゃがいも キャベツ、りんご 550 774

ごはん のり、豚ひき肉 米、砂糖、油 玉ねぎ、たけのこ、人参

厚揚げのみそ炒め 厚揚げ、みそ、豚肉 でん粉、ワンタン 枝豆、干椎茸、にんにく 436 725

ワンタンスープ 牛乳 生姜、もやし、ほうれん草

スープスパゲティー ベーコン、鶏肉 スパゲティー、バター 玉ねぎ、人参、いんげん

ほうれん草とツナの和え物 粉チーズ、ツナ オリーブオイル、小麦粉 マッシュルーム、にんにく 442 740

バナナ 牛乳 でん粉、ごま ほうれん草、キャベツ、バナナ

わかめごはん ホキフライ わかめ、しらす干し 米、小麦粉、パン粉 コーン、アスパラガス、人参

コーンとアスパラガスのサラダ ホキ、ハム、油揚げ オリーブオイル 玉ねぎ、えのき、ねぎ 496 717

玉ねぎのみそ汁 みそ、牛乳

卵、ハム、鶏ひき肉 パン、じゃがいも 人参、きゅうり、玉ねぎ

牛乳 ノンエッグマヨネーズ もやし、ねぎ、キウイフルーツ 480 748

パン
りんご＆

マーガリン

14 火

チャプチェ

あじチーズフライ

10 金

13 月

韓国のり

スパゲティー

ミニ
ミルク

コッペパン

ウインナー（小1本、中高2本）

クラムチャウダー

パン
クリーム
チーズ

りんごゼリー　～非常食を使用した給食～

　　　　　　　　         　学校給食予定献立表
令和元年 福岡県立築城特別支援学校

日 曜

献　　　立　　　名 お　も　な　食　品　と　そ の 働　き 栄養価（ｴﾈﾙｷﾞｰ）

おかず・デザート

7 火 ひじきの炒め煮

9 木 きゅうりとわかめの酢の物

水 ちんげん菜の炒め物8

20 月

千草たまご焼き

豆腐のみそ汁

15 水

ハヤシライス

和風サラダ

いよかんゼリー

16 木

ちゃんぽんうどん

17 金
ミルク
背割り
パン

21 火

22 水

24 金

23 木

キャロット
パン

※　食材料の入荷等の都合により、献立や食材料の一部を変更することがあります。

30 木

31 金

じゃがいものサラダ

つくねのスープ

キウイフルーツ

27 月

28 火

29 水


