
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 卵、ひじき、鶏肉 米、砂糖、油 人参、いんげん、干椎茸

かぼちゃのみそ汁 天ぷら、油揚げ、みそ かぼちゃ、玉ねぎ、ねぎ 460 711

牛乳

麦ごはん きびなご、豚肉 米、麦、油、砂糖 もやし、ほうれん草、人参

みそ アーモンド、じゃがいも ごぼう、えのき、玉ねぎ 451 723

牛乳 糸こんにゃく、ねぎ

ごはん 豚ひき肉、厚揚げ 米、砂糖、油 玉ねぎ、たけのこ、人参

みそ、ベーコン、卵 でんぷん 枝豆、干椎茸、にんにく、生姜 438 738

牛乳 コーン、ほうれん草

ごはん 中華丼 豚肉、いか、かまぼこ 米、油、でんぷん キャベツ、もやし、玉ねぎ

鶏ひき肉、豆腐 人参、生姜、ねぎ、えのき 460 734

ヨーグルト ヨーグルト、牛乳 しめじ、なめこ、大根、小松菜

ライ麦 フレンチサラダ あさり、ベーコン パン、砂糖、油 キャベツ、きゅうり、人参

食パン ハム、ほたて貝柱 じゃがいも、小麦粉 玉ねぎ、グリンピース 471 759

粉チーズ、牛乳

ごはん 高野豆腐、鶏肉、卵 米、砂糖 玉ねぎ、人参、干椎茸、えのき

えのきのみそ汁 しらす干し、油揚げ グリンピース、ねぎ 452 778

かなぎ佃煮 みそ、牛乳

麦ごはん 卵、豚肉、大豆 米、麦、油、ビーフン 生姜、玉ねぎ、もやし、人参

ビーフンソテー 牛乳 じゃがいも ピーマン、コーン、いんげん 483 743

大豆の田舎風スープ

牛肉、粉チーズ うどん、じゃがいも 玉ねぎ、人参、にんにく

うどん ほぐしかまぼこ キャベツ、大根、コーン 435 732

牛乳 バナナ

ごはん 豚肉の生姜炒め 豚肉、ハム 米、ごま、でんぷん 生姜、ブロッコリー、玉ねぎ

油揚げ、みそ 油、砂糖、じゃがいも ねぎ 429 720

じゃがいものみそ汁 牛乳

米粉 さけ、チーズ、あおさ パン、小麦粉、パン粉 人参、コーン、玉ねぎ

パン ツナ、ベーコン 油、ごま ほうれん草 496 720

牛乳 ノンエッグマヨネーズ

ごはん さば、くきわかめ 米、油、砂糖、ごま 人参、ごぼう、いんげん

天ぷら、油揚げ 干椎茸、えのき、しめじ 41 717

きのこのみそ汁 みそ、牛乳 玉ねぎ、ねぎ

ごはん 豚ひき肉、油揚げ 米、じゃがいも 糸こんにゃく、人参、玉ねぎ

みそ、納豆 砂糖、油 いんげん、もやし、ねぎ 485 767

牛乳

ゆかりごはん 豚ひき肉、卵 米、小麦粉、米粉 しそ、玉ねぎ、人参、たけのこ

切干大根のサラダ 牛乳 油、砂糖、ごま 切干大根、きゅうり、キャベツ 479 738

かきたま汁 でんぷん みつば

ごはん 豆腐、豚ひき肉 米、油、でんぷん 生姜、にんにく、生姜

みそ、牛乳 ワンタン 玉ねぎ、人参、干椎茸、ねぎ 441 744

もやし、ほうれん草

パン 豚肉、大豆、みそ パン、マーガリン 玉ねぎ、人参、マッシュルーム

マーガリン ベーコン じゃがいも、砂糖 グリンピース、トマト 498 749

牛乳 キャベツ、ほうれん草

ごはん 豚の角煮、ゴーヤチャンプルー 豚肉、ハム、かつお節 米、砂糖、油 ゴーヤ、もやし、コーン

もずく、かまぼこ えのき、人参、ねぎ 438 739

牛乳

キムチごはん 豚肉、ししゃも 米、ごま、砂糖 生姜、キムチ、人参

食パン キャベツの甘酢和え 豆腐、油揚げ、みそ 油、小麦粉、パン粉 キャベツ、玉ねぎ、ねぎ 449 746

豆腐のみそ汁 牛乳

サラダ冷麺 ハム、豚ひき肉 中華麺、油 人参、もやし、きゅうり

中華麺 ぎょうざ（小2個、中高3個） いりこ、牛乳 ごま、砂糖、小麦粉 きくらげ、玉ねぎ 454 724

アーモンドいりこ アーモンド

ごはん ポークカレー 豚肉、粉チーズ 米、じゃがいも 玉ねぎ、人参、生姜、にんにく

海藻、牛乳 油 グリンピース、大根 466 755

アセロラ

パン 黒豆きなこ、ひじき パン、砂糖、油 玉ねぎ、人参、いんげん

きなこ 豚ひき肉、鶏肉、天ぷら キャベツ 507 777

クリーム ベーコン、牛乳

高野豆腐の五目煮

さけチーズフライ

（小学部６年バイキング給食）

くきわかめの炒め煮

カレーうどん

ブロッコリーのサラダ

トマトオムレツ

和風サラダ

さばの煮付け

バナナ

もずくのすまし汁

（23日は沖縄慰霊の日：沖縄県の料理）

キャロットサラダ、オニオンスープ

ポークビーンズ

ししゃもフライ（小1尾、中高2尾）

キャベツのスープ

キウイフルーツ

春巻

麻婆豆腐

じゃがいものそぼろ煮

もやしのみそ汁

納豆

ワンタンスープ

21 金

24 月

水

20 木

19

※　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。

25 火

26

28 金 和風スパゲティー

野菜スープ

水

アセロラゼリー

27 木

ハンバーグ（ケチャップ）

海藻サラダ

10

14 金

17 月

月

12 水

13 木

11 火

18 火

　　　　　　　　         　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：kcal）

おかず・デザート

厚揚げと野菜のみそ炒め

火

きびなごカリカリフライ（小2尾、中高3尾）

アーモンド和え、豚汁

3 月

4

5 水

厚焼卵、ひじきの炒め煮

（小学部５年バイキング給食）

（歯と口の衛生週間：かみかみ献立）

7 金 クラムチャウダー

コーン入りたまごスープ

6 木 きのこスープ


