
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 さば、ひじき、天ぷら 米、砂糖、油 生姜、人参、いんげん、えのき

油揚げ、みそ さつまいも しめじ、玉ねぎ、ねぎ、梨 505 747

牛乳

パン 鶏肉、ツナ、ベーコン パン、砂糖、油 玉ねぎ、人参、コーン

牛乳 マヨネーズ、ごま ほうれん草 528 761

ごはん 鶏肉、油揚げ、豚肉 米、砂糖、ビーフン 生姜、もやし、玉ねぎ、人参

みそ、牛乳 油 ピーマン、かぼちゃ、ねぎ 480 727

かぼちゃのみそ汁

ごはん えびのチリソース えび、豚肉 米、砂糖、油 玉ねぎ、トマト、切干大根

牛乳 ごま、ワンタン 人参、きゅうり、キャベツ 453 743

ワンタンスープ 生姜、玉ねぎ、もやし、ほうれん草

ごはん のり佃煮 のり、豚肉、豆腐 米、じゃがいも 糸こんにゃく、人参、玉ねぎ

油揚げ、みそ 砂糖 いんげん、えのき、ねぎ 459 743

豆腐のみそ汁 牛乳

ごはん あじ、卵、かまぼこ 米、小麦粉、油 もやし、ほうれん草、人参

アーモンド和え 牛乳 アーモンド 玉ねぎ、ねぎ 475 751

かきたま汁

豚肉、大豆、鶏肉 パン、マーガリン 玉ねぎ、にんにく、玉ねぎ

キャベツのスープ 牛乳 油 人参、トマト、キャベツ 454 723

ほうれん草、ブルーベリー

ごはん 豆腐、豚肉、みそ 米、でんぷん 生姜、にんにく、玉ねぎ

コーン入り卵スープ ベーコン、卵 砂糖 人参、干椎茸、ねぎ、トマト 472 767

りんごゼリー 牛乳 コーン、ほうれん草、りんご

ごはん のりかつおふりかけ のり、かつおぶし、鶏肉 米、砂糖、油 人参、糸こんにゃく、いんげん

大豆、くきわかめ、豆腐 玉ねぎ、えのき、ねぎ 435 728

わかめのみそ汁 わかめ、油揚げ、みそ、牛乳

豚肉、いか、天ぷら うどん、米粉 キャベツ、もやし、玉ねぎ

うどん 卵、牛乳 砂糖、小麦粉 人参、ねぎ、りんご 411 705

キャロット 油揚げ、鶏肉、ハム 米、油、砂糖 人参、ほうれん草、キャベツ

ごはん 大豆、もずく、かまぼこ 小麦粉、パン粉 えのき、ねぎ 451 731

もずくのすまし汁 しらすぼし、チーズ、牛乳

ミルク 鶏肉、粉チーズ パン、さつまいも しめじ、玉ねぎ、人参

食パン スキムミルク、牛乳 栗、バター、小麦粉 グリンピース、キャベツ 457 723

コーン

麦ごはん 豚肉、豆腐、みそ 米、白麦、砂糖 生姜、キャベツ、人参

キャベツのナッツ和え 牛乳 でんぷん、油 切干大根、玉ねぎ、ねぎ 444 730

切干大根のみそ汁 アーモンド

ごはん いわし、かつおぶし 米、ごま、砂糖 ごぼう、干椎茸、人参

鶏肉、豆腐、かまぼこ 油 いんげん、玉ねぎ、ねぎ 489 718

牛乳

きのこごはん 鶏肉、油揚げ、豚肉 米、小麦粉、油 しめじ、えのき、人参

わかめ、みそ ごま、砂糖 いんげん、玉ねぎ、たけのこ 486 757

牛乳 ブロッコリー、ねぎ

ごはん ミートボールの甘酢炒め 豚肉、鶏肉 米、砂糖、油 たけのこ、干椎茸、枝豆

牛乳 春雨、砂糖 玉ねぎ、人参、トマト 490 772

生姜、もやし、ねぎ、みかん

ウインナー、ハム パン、油、バター キャベツ、きゅうり、人参

フレンチサラダ スキムミルク かぼちゃ、玉ねぎ、パセリ 465 747

かぼちゃのスープ 牛乳

ごはん スコッチエッグ 豚肉、鶏肉、卵 米、小麦粉、油 玉ねぎ、人参、コーン

ベーコン、魚すり身 パン粉 キャベツ、ごぼう、えのき 501 755

牛乳 ねぎ

麦ごはん さんまの梅煮 さんま、鶏肉 米、白麦、砂糖 切干大根、干椎茸、人参

油揚げ、みそ 油 いんげん、えのき、玉ねぎ 496 721

牛乳 ねぎ

クリームスパゲティー 鶏肉、ベーコン スパゲティー、バター 玉ねぎ、人参、コーン

粉チーズ、ツナ 油、小麦粉、ごま パセリ、ほうれん草、キャベツ 492 775

牛乳 砂糖 ぶどう

ごはん 鮭ふりかけ 鮭、鶏肉、豆腐 米、砂糖、ごま かぼちゃ、玉ねぎ、人参

油揚げ、みそ いんげん、ねぎ 450 750

牛乳

ごはん 厚揚げとキムチの炒め物 豚肉、厚揚げ 米、砂糖、ごま 玉ねぎ、たけのこ、もやし

ベーコン、わかめ さつまいも 人参、しめじ、枝豆、キムチ 469 732

牛乳 ねぎ

ごはん 牛肉、ハム、粉チーズ 米、じゃがいも にんにく、玉ねぎ、人参

ヨーグルト 小麦粉、油 グリンピース、トマト 486 785

牛乳 ブロッコリー、コーン

1 木

さばの生姜煮、ひじきの炒め煮

2 金

チキンハンバーグ

キャロットサラダ

オニオンスープ

　　　　　　　　         　学校給食予定献立表
令和２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：kcal）

おかず・デザート

さつまいものみそ汁

ココア
クリーム

十五夜梨ゼリー　※行事食：十五夜

7 水 じゃがいものそぼろ煮

8 木

あじフリッター（小２個、中高３個）

5 月

肉詰めいなり

ビーフンソテー

6 火 切干大根のサラダ

13 火 磯辺煮

14 水

ちゃんぽんうどん

しゅうまい（小１個、中高２個）

米粉タルト

9 金
パン

ブルーベリー＆
マーガリン

チリコンカン

12 月

麻婆豆腐

※行事食：目の愛護デー

19 月

豚肉の生姜炒め

20 火

いわしのおかか煮

きんぴらごぼう

豆腐のすまし汁

15 木

ささみチーズカツ

ハムと大豆のサラダ

16 金

秋野菜のシチュー

キャベツの甘酢和え

21 水

春巻

ブロッコリーのごま酢和え

玉ねぎのみそ汁

22 木 春雨スープ

フルーツムース

23 金
ミルク
ロール
パン

ウインナー（小１本、中高２本）

26 月 キャベツのソテー

ごぼう団子のすまし汁

わかめスープ

スパゲティー

27 火 切干大根の煮物

えのきのみそ汁

※　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。

28 水 ほうれん草とツナの和え物

ぶどうゼリー

29 木 かぼちゃの煮物

豆腐のみそ汁

30

31 土

カレーライス

ブロッコリーのサラダ

ヨーグルト

金

さつまポテト


