
赤の仲間 黄色の仲間 緑の仲間 エネルギー たんぱく質 脂質

おもに体をつくるもとになる おもにエネルギーのもとになる おもに体の調子を整えるもとになる （kcal） (g) (g)

10 月 ○ ○

 麦ご飯
 麻婆豆腐

こまつなの炒めもの

牛乳、豚肉、豆腐、
みそ、しらす干し

精白米、白麦、菜種油、
砂糖、でん粉

にんじん、青ねぎ、
たまねぎ、干ししいたけ、
しょうが、こまつな、
もやし、キャベツ

586 26.2 19.5

11 火 ○ ○ ○

 減量黒糖パン
 焼きそば

フルーツ盛り合わせ

牛乳、豚肉、天ぷら、
あおさ粉

黒糖パン、中華めん、
菜種油

にんじん、青ねぎ、
キャベツ、たまねぎ、
◎もやし、きくらげ、
フルーツ寒天、黄桃、
パイン、みかん

598 22.0 16.7

13 木 ○ ○ ○

 減量キャロットパン
 レタスとコーンのリゾット

 海藻サラダ
ヨーグルト

牛乳、ベーコン、
ツナ油漬け、
海藻ミックス、
ヨーグルト

キャロットパン、精白米、
菜種油、砂糖

にんじん、たまねぎ、
レタス、コーン、
キャベツ、きゅうり 618 19.5 25.3

14 金 ○ ○

 麦ご飯
 きびなごフライ

がめ煮

牛乳、きびなごフライ、
鶏肉、厚揚げ

精白米、白麦、菜種油、
じゃがいも、砂糖

こんにゃく、にんじん、
いんげん、たけのこ、
干ししいたけ 618 26.4 18.8

17 月 ○ ○

 減量ぶどうパン
 スパゲッティミートソース

フレンチサラダ

牛乳、豚肉 ぶどうパン、
スパゲッティ、菜種油、
砂糖

にんじん、たまねぎ、
しめじ、トマト、
キャベツ、きゅうり、
コーン

570 22.6 20.3

18 火 ○ ○ ○

 麦ご飯
 チキンカレー

ベーコンソテー

牛乳、鶏肉、脱脂粉乳、
チーズ、ベーコン

精白米、白麦、
じゃがいも、菜種油

にんじん、たまねぎ、
ほうれんそう、
キャベツ、コーン 581 20.3 17.6

19 水 ○ ○

 ミルクねじりパン
 照り焼きハンバーグ

ジャーマンポテト

牛乳、チキンハンバーグ、
ベーコン

ミルクねじりパン、砂糖、
でん粉、じゃがいも、
菜種油

にんじん、パセリ、
たまねぎ、
マッシュルーム 623 29.8 22.5

20 木 ○ ○

 麦ご飯
 鶏のから揚げ

 野菜の五目炒め
姪浜のりのふりかけ

牛乳、鶏肉、豚肉、竹輪、
◎姪浜のりのふりかけ

精白米、白麦、でん粉、
菜種油、砂糖

こまつな、にんじん、
キャベツ、もやし

613 26.8 23.2

21 金 ○ ○

 麦ご飯
 ★豚丼

春キャベツのみそ汁

牛乳、豚肉、厚揚げ、
わかめ、みそ

精白米、白麦、菜種油、
砂糖

にんじん、青ねぎ、
たまねぎ、しょうが、
干ししいたけ、キャベツ 566 25.6 17.0

24 月 ○ ○ ○

 米粉パン
 クリームシチュー

ほうれんそうのソテー

牛乳、鶏肉、脱脂粉乳、
チーズ、ロースハム

米粉パン、じゃがいも、
菜種油、小麦粉、バター

にんじん、たまねぎ、
ほうれんそう、キャベツ、
コーン 585 27.2 21.5

25 火 ○ ○

 麦ご飯
 がんもどきの五目煮

野菜のツナあえ

牛乳、鶏肉、がんもどき、
ツナ油漬け

精白米、白麦、菜種油、
砂糖

こんにゃく、にんじん、
たまねぎ、えだまめ、
干ししいたけ、しょうが、
キャベツ、きゅうり、
もやし

582 24.5 20.6

26 水 ○ ○ ○

 背割りコッペパン
 トマトケチャップ

 ボイルドソーセージ
 じゃがいもと卵のスープ

キャベツのソテー

牛乳、ポークウインナー、
鶏肉、鶏卵

背割りコッペパン、
じゃがいも、菜種油

にんじん、ほうれんそう、
たまねぎ、キャベツ

627 27.0 29.8

27 木 ○ ○

 麦ご飯
 さばの塩焼き

だいずの五目煮

牛乳、さば、豚肉、
だいず、天ぷら、昆布

精白米、白麦、菜種油、
砂糖

こんにゃく、にんじん、
いんげん、たけのこ

625 28.9 24.7

28 金 ○ ○

 麦ご飯
 レバーとじゃがいもの揚げ煮

 中華スープ
姪浜の味付けのり

牛乳、
鶏レバーのから揚げ、
豚肉、◎のり

精白米、白麦、
じゃがいも、菜種油、
砂糖

にんじん、
◎ほうれんそう、
たまねぎ、たけのこ、
きくらげ、干ししいたけ

574 22.2 17.9

福岡市小学校給食摂取基準 600
19.5～

　30.0※

13.3～

　20.0※

4月分平均栄養量 598 24.9 21.1

・食物アレルギー等に対応する情報提供として、「使用する食材料をより詳細に記した献立表」を別途作成しています。ご利用の方は、学校にお申し出ください。

・福岡市は日本食品標準成分表の八訂で計算して献立を作成しています。食事制限がある方等、ご不明な点がありましたらお問い合わせください。

・摂取エネルギー全体のたんぱく質は13％～20％、脂質は20％～30％を基準としています。※の値は600ｋcalの場合の基準量（g）を参考に記載しています。

・各学校の行事等で献立の中止や変更を行う場合でも、LINEの献立配信は原則届きます。

★マークは、今月の新献立や新しい食材を使用した献立などです。

(イ) 2023年4月　　福岡市学校給食献立表　（小学校用）

福岡市教育委員会

献立

　材料入荷等の都合により、献立内容を一部変更することがあります。

食材と主な働き 栄養量
日 曜
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小学校の給食献立が
LINEで届きます！

福岡市LINE公式アカウントを友達登
録し、情報の配信登録を行うと、学
校給食の献立情報の他に登録した

アレルギー情報もLINEで届きます。
登録方法は「福岡市 給食 LINE」
で検索してください。

登録はこちら→

※ 生産量との関係もありますが、できるだけ市内産、県産、九州産を使用するよう今後も努めていきます。
※ ホームページでは、加工品原材料等についても情報提供を行っています。
●「福岡市学校給食 産地」で検索してください。

今月の食材の予定産地

○主食
・米飯、米粉パン … 福岡県産

（一部市内産）
・パン（小麦） … カナダ、アメリカ産
○牛乳 … 九州産
○肉類
・豚肉、鶏肉 … 九州産

【福岡市内産農水産物】
◎もやし …南区老司
◎ほうれんそう …西区元岡
◎のり（姪浜のりのふりかけ）

…西区姪浜

＜一部市内産使用＞
・にんじん …西区金武
・たまねぎ …西区元岡
・青ねぎ …東区箱崎

福岡市でとれる食べ物

～たまねぎ （新たまねぎ）～

たまねぎは1年中食べることができますが、3月から5月ごろに多く出回るたまねぎを「新た
まねぎ」といいます。よく出回っている皮が茶色いたまねぎは、日持ちさせるために収穫してか
ら１カ月くらい風に当てて、皮を乾燥させてから出荷しますが、新たまねぎは、乾燥させずに出
荷します。そのため、みずみずしく、あま味があるのが特徴です。

福岡市では早良区早良や、西区今宿などでとれた新たまねぎを使っています。この時期にしか
食べられない新たまねぎを、味わって食べましょう。

和食を食べましょう

日本は海や山などの自然に恵まれ、
豊かな四季があります。旬の食材や
行事食など、季節ごとの料理がある
ことは「和食」の特徴です。
また、ご飯を中心に汁物とおかず
（菜）を組み合わせた「一汁二菜」
や「一汁三菜」の食事スタイルは理
想的な栄養バランスと言われ、世界
からも注目されています。毎日の食
事にも取り入れましょう。

今年度のテーマ「福岡市でとれる食べ物」

給食には、この他にも福岡市内産の
農水産物を使用しています。
毎月、献立表に食材の予定産地も掲
載していますのでご覧ください。

～北崎～
だいこん、かぼちゃなど

～元岡～
あまおういちご、トマトなど

～姪浜～
のり

～能古島～
あまなつ

～弘～
わかめ

～和白～
根深ねぎ

～老司～
もやし

～入部～
キャベツ、えだまめなど

☆新１年生の給食は１８日（火）から始まります。
☆「はし」の欄に○印がある日は、はしを持参する日です。
☆ 毎日、清潔なナフキンを持たせてください。
☆ 毎回200mLの牛乳がでます。
牛乳は成長期の児童に必要なカルシウムをとることができます。

福岡市の学校給食では、市内でとれる米や野菜、魚や海藻を積極的に取り
入れています。今年度のテーマを「福岡市でとれる食べ物」として、これ
から毎月福岡市でとれる食べ物を紹介していきます。どんな食べ物がどこ
でとれているのか確かめながら、わたしたちの住む福岡市の豊かな自然の
恵みに感謝して食べましょう。

じゃがいも 鹿児島　長崎　熊本　宮崎　北海道

にんじん
福岡市　鹿児島　大分　熊本　宮崎
長崎　徳島

たまねぎ 福岡市　長崎　佐賀　熊本

しょうが 佐賀　長崎　熊本　高知

パセリ 福岡　大分　熊本　佐賀

キャベツ 福岡　熊本　宮崎　鹿児島

きゅうり 福岡　佐賀　長崎　熊本　宮崎　鹿児島

レタス 福岡　熊本　長崎

青ねぎ 福岡市　福岡　佐賀　大分

太もやし 大分


