
平成29年度　南足柄市立足柄台中学校　

熱量 蛋白

(kcal) (g)

脂肪 食塩

(g) (g) 

枝豆ひじきご飯 牛乳　鮭　鶏肉　ひじき キャベツ　玉ねぎ　きゅうり 米　マヨネーズ　小麦粉 820 38.1

1 月 ｻｰﾓﾝﾑﾆｴﾙ～ﾋﾞｰﾝｽﾞﾀﾙﾀﾙ～ 大豆　油揚げ　かつお節 かぼちゃ　小松菜　しめじ ごま　砂糖　油

刻みづけ　かぼちゃの味噌汁　牛乳 味噌 長ねぎ　枝豆　たくあん 27.3 2.9

コッペパン　 牛乳　鶏肉　ハム　大豆 玉ねぎ　きゅうり　にんじん パン　じゃがいも　 811 37.6

2 火 揚げささみのレモン煮　ポテトサラダ インゲン豆　エンドウ豆 マッシュルーム　コーン マヨネーズ　かたくり粉

ビーンズシチュー　牛乳 ヒヨコ豆　チーズ レモン ルウ　砂糖　油 31.6 4.4

たけのこご飯 牛乳　ちくわ　豆腐　卵 もやし　玉ねぎ　にんじん　 米　小麦粉　ごま 765 28.2 ○ちくわ　2本

8 月 ちくわの抹茶揚げ　ごま和え 油揚げ　わかめ　味噌 たけのこ　小松菜　長ねぎ 砂糖　油 ★端午の節句

玉ねぎの味噌汁　牛乳 19.8 3.9

ミートソーススパゲッティ 牛乳　鶏肉　豚肉　海藻 玉ねぎ　ｷｬﾍﾞﾂ　にんじん　ｾﾛﾘ スパゲッティ　砂糖 798 40.2

9 火 タンドリーチキン　海藻サラダ チーズ　ヨーグルト　 きゅうり　ﾋﾟｰﾏﾝ　ﾊﾟﾌﾟﾘｶ　コーン ドレッシング　油

冷凍みかん　牛乳 スキムミルク ﾄﾏﾄ　しょうが　ﾆﾝﾆｸ　みかん 28.0 2.9

ご飯　揚げさばのゴマ味噌がけ 牛乳　さば　卵　鶏肉 玉ねぎ　ごぼう　にんじん 米　こんにゃく　ごま 809 33.0 ○さば　2個

10 水 きんぴら煮 ちくわ　味噌 小松菜　いんげん　しょうが かたくり粉　砂糖　油

卵と小松菜のスープ　牛乳 23.3 3.0

ナン＆キーマカレー 牛乳　豚肉　インゲン豆 玉ねぎ　もやし　ｷｬﾍﾞﾂ　ごぼう ナン　かたくり粉　バター 782 33.7

11 木 野菜炒め ヒヨコ豆　大豆　 にんじん　舞茸　ﾋﾟｰﾏﾝ　ﾊﾟﾌﾟﾘｶ ルウ　砂糖　油　

ごぼうかりんとう　牛乳 スキムミルク 枝豆　りんご　しょうが　ﾆﾝﾆｸ 30.9 3.2

ご飯 牛乳　タラ　鶏肉　ちくわ 白菜　玉ねぎ　にんじん　しめじ 米　じゃがいも　砂糖 761 31.5

12 金 タラの野菜あんかけ　ひじき炒め煮 油揚げ　ひじき　大豆 えのき茸　ピーマン　長ねぎ かたくり粉　油

じゃがいもの味噌汁　牛乳 わかめ　味噌 椎茸　枝豆 17.2 2.8

フォカッチャ　はちみつ＆マーガリン 鶏肉　豚肉　ベーコン　 キャベツ　もやし　玉ねぎ フォカッチャ　マカロニ 815 31.3 ○からあげ　2個

13 土 鶏のからあげ　蒸し野菜のﾎﾟﾝ酢がけ にんじん　トマト　セロリ　 プリン　ﾊﾁﾐﾂ　ﾏｰｶﾞﾘﾝ ★ふれあい美化作業

ﾐﾈｽﾄﾛｰﾈ　ﾌﾟﾘﾝ　★ｵﾚﾝｼﾞｼﾞｭｰｽ しょうが　 ジュース　かたくり粉　油 32.1 3.5 (ｼﾞｭｰｽはPTAからです)

担々麺 牛乳　豚肉　のり もやし　キャベツ　きゅうり ホットラーメン　ごま 890 37.2 ○シューマイ　４個

16 火 シューマイ　チョレギサラダ シューマイ（豚肉　鶏肉） 玉ねぎ　にんじん　長ねぎ 砂糖　油

牛乳 しょうが　にんにく　 28 3.6

まめまめカレーライス 牛乳　ひき肉サンド（豚肉） キャベツ　玉ねぎ　にんじん 米　押麦　じゃがいも 953 25.4 ★体育祭予行練習

17 水 かぼちゃひき肉サンド　 豚肉　インゲン豆　大豆 にんにく ドレッシング　ルウ

コールスロー　牛乳 ｴﾝﾄﾞｳ豆　ﾋﾖｺ豆　ｽｷﾑﾐﾙｸ パン粉　油 32.9 3.1

コッペパン　オムレツ～ｵﾆｵﾝｿｰｽ～ 牛乳　オムレツ（卵） キャベツ　玉ねぎ　にんじん パン　マカロニ　バター 794 29.6

18 木 キャベツのサラダ 鶏肉　ヒヨコ豆　大豆 マヨネーズ　ルウ　砂糖

マカロニクリーム煮　牛乳 生クリーム　スキムミルク 31.8 2.5

ご飯 牛乳　豚肉　鶏肉　 キャベツ　にんじん　たけのこ 米　春雨　小麦粉 845 29.5 ★体育祭必勝献立

19 金 必勝トンカツ　4色応援サラダ 卵　なると きゅうり　パプリカ　しそ　 パン粉　砂糖　油

春雨スープ　牛乳 26.2 2.7

味噌ラーメン 牛乳　豚肉　ハム　味噌 もやし　小松菜　にんじん 中華麺　ごま

23 火 揚げ餃子　三色ナムル　牛乳 餃子（豚肉　鶏肉) きゅうり　メンマ　長ねぎ 【蒸しケーキ】

リザーブ【①ﾖｰｸﾞﾙﾄ　②蒸しｹｰｷ　③桃】 【ヨーグルト】 【桃】

ご飯　ひろしまトンチキレモン 牛乳　豚肉　鶏肉 大根　もやし　玉ねぎ　にんじん 米　小麦粉　砂糖　油 745 27.5

24 水 大根とじゃこのサラダ しらす　油揚げ　わかめ きゅうり　椎茸　長ねぎ　葉ねぎ

もやしの味噌汁　牛乳 味噌 レモン　しょうが　にんにく 21.5 2.6

黒パン 牛乳　卵　ベーコン キャベツ　玉ねぎ　にんじん パン　じゃがいも 742 28.5

25 木 スパニッシュオムレツ　 ウインナー 小松菜　きゅうり　コーン マカロニ　ドレッシング

シーザーサラダ　ABCスープ　牛乳 グリンピース　パセリ 油 29.7 3.6

ご飯　おばんざい風（豚のしょうが煮） 牛乳　豚肉　ちくわ　豆腐 キャベツ　もやし　玉ねぎ　大根 米　こんにゃく　 818 26.8

26 金 （切干大根　ｷｬﾍﾞﾂの塩昆布和え） 油揚げ　小豆　味噌 にんじん　かぼちゃ　いんげん かたくり粉　砂糖　油

いとこ汁　牛乳 長ねぎ  椎茸  しょうが　ﾆﾝﾆｸ 27.8 2.3

ご飯　カマスの竜田揚げ 牛乳　カマス　豚肉　豆腐 玉ねぎ　にんじん　小松菜 米　こんにゃく　麩 757 30.8

29 月 こんにゃくとごぼうのピリ辛炒め 油揚げ　味噌 ごぼう　たけのこ　葉ねぎ かたくり粉　砂糖　油

すまし汁　牛乳 椎茸　しょうが 19.8 2.4

鮭のクリームスパゲッティ 牛乳　メルルーサ　鮭 キャベツ　玉ねぎ　きゅうり ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ　ｾﾞﾘｰ　ﾜﾝﾀﾝ皮 844 36.1

30 火 白身魚のフライ　ぱりぱりサラダ ベーコン　卵 パプリカ　小松菜　しめじ ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ　ルウ　小麦粉

レモンソーダゼリー　牛乳 マッシュルーム　にんにく パン粉　バター　油 29.6 2.9

中華丼　鶏の照り焼き 牛乳　鶏肉　豚肉　エビ もやし　玉ねぎ　小松菜　 米　かたくり粉　ごま 745 32.3

31 水 小松菜の炒めナムル うずらの卵　なると　わかめ チンゲン菜　にんじん　長ねぎ 砂糖　油

わかめスープ　牛乳 葉ねぎ　椎茸　しょうが 21.0 4.2

※材料、行事などの都合により変更することがあります。　　※学校ホームページでは、毎日給食の写真をアップしています。献立表を見ることもできますので、ぜひご活用ください。

※5/13（土）ふれあい美化作業の日は給食がありますが、20（土）体育祭の日は給食がないので弁当持参です。ご注意ください。

★3年生修学旅行のため
給食ありません
★旅行気分給食（京都）

22 月 　　＜　　体育祭　振替休日　　＞
○揚げ餃子　３個
★リザーブ給食〔デザート〕
　①ﾚﾓﾝﾖｰｸﾞﾙﾄ　②蒸しｹｰｷ(ｺｰﾋｰ味)
　③桃

★3年生修学旅行のため
給食ありません
★旅行気分給食（広島）

★3年生修学旅行のため
給食ありません

15 月 　　＜　　ふれあい美化作業　振替休日　　＞

20 土 　　＜　　第36回　体育祭　　＞　　　　　　　　　　　　　　　　　※弁当持参

3 水 　　＜　　憲法記念日　　＞

4 木 　　＜　　みどりの日　　＞

5 金 　　＜　　こどもの日　　＞

献　立　予　定　表

日
曜
　
日

献立名

材　料　名

備　考
血や肉になるもの 体の調子を整えるもの 熱や力になるもの


