
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 ホキ、青のり、豚肉 米、小麦粉、油 キャベツ、人参、きくらげ （Kcal） （Kcal）

がんもどきの煮物、焼きビーフン がんもどき、牛乳 砂糖、ビーフン にんにく、玉ねぎ、コーン 580 799

じゃがいも

ごはん ハムステーキ、焼きそば ハム、豚肉 米、中華麺 人参、玉ねぎ、キャベツ

牛乳 じゃがいも、油 小松菜、ごぼう 585 756

ごぼうのサラダ マヨネーズ、ごま

ごはん 野菜コロッケ（スパゲティー） 鶏肉、みそ 米、じゃがいも、油 人参、パセリ、こんにゃく

牛乳 小麦粉、パン粉、里芋 干椎茸、きくらげ、れんこん 590 793

スパゲティー、砂糖 ピーマン、ほうれん草

ごはん えび、ツナ 米、小麦粉、でん粉 白ねぎ、生姜、にんにく

牛乳 油、里芋、砂糖 ブロッコリー、ごぼう、人参

コーン、大根サラダ マヨネーズ コーン、切干大根、パセリ

ごはん 鶏肉、豆腐 米、小麦粉、油 生姜、にんにく、キャベツ

春雨炒め、白和え ヨーグルト、牛乳 春雨、砂糖 玉ねぎ、ほうれん草、人参

糸こんにゃく

ごはん さば、鶏肉、豚肉 米、砂糖、ラード 玉ねぎ、キャベツ、生姜、人参

切干大根のきんぴら 牛乳 パン粉、マヨネーズ 切干大根、小松菜、コーン 535 662

小麦粉、じゃがいも グリンピース

ごはん 鶏肉、卵 米、パン粉、でん粉 玉ねぎ、人参、ピーマン

牛乳 砂糖、油、じゃがいも トマト、パセリ、コーン

マカロニ、マヨネーズ グリンピース、ブロッコリー

ごはん いか、えび、卵 米、小麦粉、パン粉 切干大根、人参、ほうれん草

ひじき、牛乳 油、スパゲティー

ひじきと大根のサラダ マヨネーズ、砂糖

ほうれん草のごま和え ごま

ごはん 牛肉、厚揚げ 米、砂糖、油 白菜、こんにゃく、人参

牛乳 ごま、春雨 きゅうり、コーン 530 683

マヨネーズ

ごはん ポークチャップ（スパゲティー） 豚肉、かれい、おから 米、スパゲティー トマト、人参、白ねぎ、椎茸

かれいのあんかけ風、おから 油揚げ、牛乳 小麦粉、油、砂糖 ちんげん菜 553 737

でん粉

ごはん チーズ、豚ミンチ 米、小麦粉、でん粉 コーン、玉ねぎ、にんにく

豆腐、みそ、牛乳 油、じゃがいも、ごま 人参、きゅうり、白菜

コーン、白菜の和え物 さつまいも

ごはん 鶏肉、昆布、油揚げ 米、砂糖、油 キャベツ、人参、れんこん

牛乳 じゃがいも ほうれん草、干椎茸 529 721

ごはん 牛乳 米、小麦粉、でん粉 玉ねぎ、人参、春菊、かぼちゃ

油、砂糖 ごぼう、切干大根

ごはん たら、厚揚げ、鶏肉 米、パン粉、でん粉 人参、玉ねぎ、ピーマン

牛乳 油、砂糖 パプリカ、にんにく、生姜 581 767

ほうれん草、コーン

ごはん さば、ハム、わかめ 米、里芋、砂糖 玉ねぎ、人参、グリンピース

牛乳 油、砂糖、ごま 糸こんにゃく、大根

マヨネーズ

ごはん 牛肉、ひじき 米、砂糖、マカロニ 玉ねぎ、人参、ちんげん菜

油揚げ、牛乳 マヨネーズ コーン、グリンピース 524 622

ごはん 牛肉、鶏肉、豚肉 米、油、小麦粉、砂糖 キャベツ、人参、玉ねぎ

牛乳 パン粉、じゃがいも 生姜、れんこん 554 693

マヨネーズ、ごま

ごはん 鶏肉、牛乳 米、小麦粉、油 生姜、にんにく、トマト

砂糖、ごま キャベツ、こんにゃく。たけのこ 550 785

ほうれん草の和え物、コーン ほうれん草、人参、コーン

ごはん さば、みそ、豚肉 米、スパゲティー 玉ねぎ、ピーマン、にんにく

ひじき、牛乳 マヨネーズ、砂糖 生姜、人参、コーン 584 738

スパゲティーサラダ

ごはん 鶏肉、ウインナー 米、小麦粉、パン粉 こんにゃく、干椎茸。人参

牛乳 油、スパゲティー、ごま コーン、大根 580 668

大根の炒め物 砂糖、じゃがいも

ごはん 牛肉、牛乳 米、油、ごま ピーマン、パプリカ、玉ねぎ

砂糖 れんこん、ちんげん菜

ちんげん菜の和え物 かぼちゃ

かぼちゃの含め煮

※　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。

21 月

白身魚フライ（スパゲティー）

厚揚げと人参の煮物

鶏肉のカレー煮、ほうれん草の和え物

24 木

牛肉のしぐれ煮、ひじきの煮物

ちんげん菜の和え物

マカロニサラダ

25 金

肉野菜炒め、揚げぎょうざ

れんこんのきんぴら

ポテトサラダ

23 水

さばの塩焼、ハムステーキ

504

30 水

メンチカツ（スパゲティー）

こんにゃくとしいたけのごま和え

621里芋の旨煮、糸こんにゃくのきんぴら

大根とわかめのマヨサラダ

572 666ごぼうのきんぴら

紅白なます

31 木

牛肉のオイスターソース炒め

れんこんのきんぴら

28 月

鶏肉のケチャップ和え（キャベツ）

こんにゃくとたけのこのきんぴら

29 火

さばのみそ煮、ひじきの炒め煮

豚肉のカレー炒め

540 689

17 木

照焼チキン（キャベツソテー）

フライドポテト、昆布の煮物

ほうれん草の和え物

18 金

野菜かきあげ、かぼちゃの煮物

16 水

チーズコロッケ

534 638麻婆豆腐、さつまいもサラダ

11 金

牛すき煮、厚揚げの煮物

こんにゃくの炒め物

春雨サラダ

15 火

ちんげん菜と油揚げのお浸し

8 火

さばの煮付、揚げしゅうまい

小松菜の和え物、ポテトサラダ

9 水

酢豚風肉団子、じゃがいもの旨煮

547

568 739マカロニサラダ

ゆでブロッコリー

10 木

いかフライ、えびフライ

（タルタルソース、スパゲティー）
693

　　　　　　　　         　弁 当 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

1 火

魚の礒辺揚げ（キャベツ）

ジャーマンポテト

2 水 フライドポテト、小松菜の煮浸し

603里芋と根菜のがめ煮 491金

えびのチリソース（ブロッコリー）

鶏肉のから揚げ（キャベツ）

592 829

ヨーグルトゼリー

3 木 どて煮、れんこんのきんぴら

ほうれんそうのごま和え

4

7 月


