
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 ししゃもフライ ししゃも、あおさ 米、小麦粉、パン粉 キャベツ、もやし、人参 （Kcal） （Kcal）

ゆかり和え、さつま汁 ほぐしかまぼこ、豚肉 油、里芋、砂糖 しそ、ごぼう、干椎茸 494 723

みそ、大豆、牛乳 玉ねぎ、糸こんにゃく、ねぎ

麦ごはん 高野豆腐の五目煮 高野豆腐、鶏肉、卵 米、麦、砂糖 人参、干椎茸、グリンピース

もやしのみそ汁 しらす干し、油揚げ もやし、玉ねぎ、ねぎ 475 768

みそ、牛乳 ぽんかん

ごはん 牛・豚ミンチ、ベーコン 米、砂糖、パン粉 玉ねぎ、トマト、キャベツ

キャベツのじゃこサラダ しらす干し、牛乳 ごま きゅうり、ほうれん草 481 737

ごはん 鶏肉、うずら卵、みそ 米、里芋、砂糖 糸こんにゃく、大根、人参

厚揚げ、天ぷら、納豆 えのき、玉ねぎ、ねぎ 473 742

かまぼこ、昆布、牛乳

ポトフ きなこ、鶏肉、ツナ パン、砂糖 人参、玉ねぎ、キャベツ

牛乳 じゃがいも、ごま セロリ、いんげん、ごぼう 476 742

ノンエッグマヨネーズ きゅうり

麦ごはん さわらの西京焼 さわら、みそ 米、麦、ごま ブロッコリー、カリフラワー

　 ブロッコリーのごま酢和え 鶏肉、油揚げ さつまいも、砂糖 白菜、玉ねぎ、しめじ 462 715

さつま汁 牛乳 ねぎ

ベーコン、鶏肉 スパゲティー にんにく、玉ねぎ、人参

ほうれん草とツナの和え物 ホタテ、粉チーズ バター、油 コーン、パセリ、ほうれん草 482 781

ももゼリー ツナ、牛乳 小麦粉、砂糖 キャベツ、もも

豚肉、牛・豚ひき肉 米、アーモンド、ごま キムチ漬、人参、生姜、もやし

豆腐、牛乳 油、砂糖 ほうれん草、キャベツ 478 732

玉ねぎ、えのき、ねぎ

チーズ、大豆、豚肉 パン、じゃがいも 玉ねぎ、人参、トマト

ベーコン、あさり 砂糖 マッシュルーム、グリンピース 475 722

みそ、牛乳 白菜、玉ねぎ、パセリ

ごはん えび、わかめ 米、小麦粉、油 玉ねぎ、トマト、もやし

わかめのナムル 鶏肉、牛乳 砂糖、じゃがいも にら、キャベツ 499 737

ブロッコリー

ごはん ぶり、ひじき、鶏肉 米、砂糖、油 人参、干椎茸、いんげん

天ぷら、油揚げ 大根、えのき、玉ねぎ 509 740

みそ、牛乳 ねぎ

ごはん 鶏肉、くきわかめ 米、ごま、油 ごぼう、人参、干椎茸

天ぷら、もずく 砂糖、小麦粉 いんげん、えのき、ねぎ 495 721

えのきのすまし汁 かまぼこ、牛乳 パン粉

ごはん 牛肉、豆腐 米、砂糖 生姜、玉ねぎ、人参、ねぎ

具だくさんみそ汁 油揚げ、みそ 大根、お茶 473 737

牛乳

牛・豚ひき肉 スパゲティー、砂糖 にんにく、玉ねぎ、人参

粉チーズ、しらす干し 小麦粉、ノンエッグマヨネーズ ピーマン、マッシュルーム 443 731

牛乳 アーモンド、油 トマト、れんこん、小松菜、果物

赤飯 小豆、あまだい 米、栗、小麦粉 大根、人参、えのき

魚すり身、牛乳 パン粉、油、ごま 玉ねぎ、小松菜 537 789

砂糖

ウインナーソーセージ ウインナーソーセージ パン、砂糖 キャベツ、人参、玉ねぎ

ベーコン、あさり じゃがいも、小麦粉 パセリ 495 770

ホタテ、粉チーズ、牛乳

ごはん 牛肉、粉チーズ 米、じゃがいも にんにく、玉ねぎ、人参

ハム、ヨーグルト 砂糖、小麦粉 グリンピース、キャベツ 478 770

牛乳 油 きゅうり

　　　　　　　　         　学校給食予定献立表
令和元年度 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

4 火

ぽんかん

5 水

ハンバーグ（ケチャップ）

クリームスパゲティー

6 木

みそおでん

えのきのすまし汁

納豆

7 金 ごぼうサラダ

ワンローフ
パン

きなこ
クリーム

10 月

12 水
スパゲ
ティー

14 金

ポークビーンズ

白菜とベーコンのスープ

チョコプリン

13 木

メンチカツ、アーモンド和え

豆腐のすまし汁

★卒業学年リクエスト献立★

17 月

えびのチリソース

鶏団子とポテトのスープ

18 火

ぶりの照焼

ひじきの炒め煮

大根のみそ汁

19 水

チキンカツ

くきわかめのきんぴら

20 木

牛丼

八女茶ムース

火

スパゲティーミートソース

小松菜とれんこんのサラダ

果物

27 木
ミルク
背割り
パン

（小1本、中高2本）

水

スパゲ
ティー

魚そうめんのすまし汁

ゆでキャベツ、クラムチャウダー

お祝いデザート　★卒業お祝い献立★

※　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。

3 月

節分豆　◆行事食：節分◆

オニオンスープ　★卒業学年リクエスト献立★

キムチ
ごはん

チーズ
パン

26

28 金

カレーライス

フレンチサラダ

ヨーグルト

25

白身魚のフライ、紅白なます


