
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) 

ご飯 牛乳　さば　豆腐　あずき キャベツ　きゅうり　大根 米　こんにゃく 703 29.4 ★全校集会

1 金 さばの塩焼き　刻みづけ かつお節　味噌 にんじん　かぼちゃ　長ねぎ

いとこ汁　牛乳 たくあん 18.3 2.4

ミートソーススパゲッティ 牛乳　鶏肉　豚肉 玉ねぎ　キャベツ　にんじん スパゲッティ　ゼリー 893 43.3

5 火 揚げささみのﾚﾓﾝ煮　ｼｰｻﾞｰｻﾗﾀﾞ ベーコン　チーズ きゅうり　セロリ　ﾋﾟｰﾏﾝ　トマト ドレッシング　かたくり粉

レモンソーダゼリー　牛乳 スキムミルク　 ﾊﾟﾌﾟﾘｶ　しょうが　にんにく　ﾚﾓﾝ砂糖　油 27.8 2.8

ご飯 牛乳　鶏肉　豆腐 玉ねぎ　にんじん　ピーマン 米　じゃがいも 800 28.9

6 水 鶏と野菜の黒酢あん 油揚げ　わかめ　味噌 れんこん　キャベツ　もやし かたくり粉　砂糖　油

野菜の味噌汁　牛乳 長ねぎ　しょうが　にんにく 21.9 2.7

コッペパン　 牛乳　メルルーサ　鶏肉 キャベツ　玉ねぎ　きゅうり パン　パン粉　小麦粉 770 32.6

7 木 白身魚のフライ　ぱりぱりサラダ ベーコン　卵　生クリーム にんじん　パプリカ　コーン ワンタン皮　ルウ　油

コーンスープ　牛乳 グリンピース ドレッシング 29.0 3.2

カレーライス 牛乳　ウインナー　豚肉 玉ねぎ　キャベツ　にんじん 米　押麦　じゃがいも 933 26.5 ○ウインナー　2本

金 ボイルウインナー インゲン豆　スキムミルク きゅうり　にんにく ドレッシング　ルウ　油

金ごまサラダ　牛乳 37.0 3.4

ご飯 牛乳　さば　油揚げ もやし　玉ねぎ　小松菜 米　じゃがいも　砂糖 757 31.1 ★一学期期末ﾃｽﾄ3日目

13 水 さばの味噌煮　小松菜のおひたし わかめ　味噌 にんじん　長ねぎ　しょうが

じゃがいもの味噌汁　牛乳 20.1 3.4

ピザトースト　かぼちゃひき肉ｻﾝﾄﾞ 牛乳　豚肉　ベーコン 玉ねぎ　もやし　キャベツ パン　マカロニ　パン粉 975 38.9

14 木 蒸し野菜のポン酢がけ ひき肉サンド（豚肉）　ハム にんじん　ピーマン　トマト バター　油

ミネストローネ　牛乳 チーズ セロリ　マッシュルーム 40.1 4.0

肉味噌ひじき丼 牛乳　豚肉　鶏肉　昆布 玉ねぎ　にんじん　もやし　なす米　押麦　春雨　 999 34.3

15 金 豚肉のチャプチェ 豆腐　ひじき　味噌 白菜　ごぼう　ニラ　ピーマン しらたき　かたくり粉

キムチスープ　牛乳 パプリカ　干し椎茸　にんにく 砂糖　油 36.1 3.1

ソフトめんカレー汁 牛乳　ちくわ　鶏肉　豚肉 玉ねぎ　もやし　キャベツ ソフトめん　じゃがいも 877 35.4 ○ちくわ　2本

19 火 ちくわの磯部揚げ　牛乳 卵　油揚げ　かつお節　 にんじん　長ねぎ　にんにく 小麦粉　ルウ　油

キャベツともやしのおかか和え　 青のり　 24.0 3.1

チャーハン風飯 牛乳　鶏肉　ハム　卵 もやし　玉ねぎ　きゅうり　 米　押麦　かたくり粉 740 29.4

20 水 鶏の照り焼き　三色ナムル 肉団子（鶏肉　豚肉） チンゲン菜　にんじん　レタス ごま　油

肉団子とチンゲン菜のスープ　牛乳 長ねぎ　しいたけ 22.1 3.6

炒め焼きそば　ミニ揚げパン 牛乳　鶏肉　豚肉　ハム もやし　玉ねぎ　大根 中華麺　パン　ごま 849 35.2

21 木 鶏のゴマ照り焼き　大根サラダ キャベツ　にんじん　きゅうり ドレッシング　砂糖

牛乳 35.4 3.5

ご飯 牛乳　アジフライ（アジ） もやし　大根　にんじん　 米　じゃがいも 793 30.4

22 金 アジフライ　ごま和え 豚肉　豆腐　味噌 小松菜　長ねぎ こんにゃく　ごま　砂糖

豚汁　牛乳 油 20.6 3.4

わかめごはん 牛乳　ブリ　卵　ちくわ 玉ねぎ　にんじん　冬瓜 米　砂糖　油 802 31.5

25 月 ブリの照り焼き　切干大根 油揚げ　わかめ 小松菜　切干大根　いんげん

卵と冬瓜のスープ　牛乳 干し椎茸 22.0 3.8

コッペパン　 牛乳　鶏肉　ひよこ豆 玉ねぎ　キャベツ　にんじん パン　マカロニ　 839 35.8 ○からあげ　2個

26 火 鶏のからあげ　コールスロー 生クリーム　スキムミルク コーン　しょうが ドレッシング　かたくり粉

マカロニクリーム煮　牛乳 油 32.7 3.2

ご飯 牛乳　鮭　鶏肉　ちくわ 大根　白菜　ごぼう　にんじん 米　小麦粉　砂糖　油 774 35.5

27 焼き鮭　ひじき炒め煮 ひじき　大豆　油揚げ 長ねぎ　枝豆

すいとん汁　牛乳 17.8 2.8

春巻き（鶏肉　豚肉） もやし　小松菜　にんじん 中華麺　ごま　春巻皮

28 木 豚肉　 キャベツ　長ねぎ　みかん 砂糖　油

【鶏肉　ベーコン　牛乳】 【きゅうり　玉ねぎ】 【じゃがいも】

さつまいもごはん　ホキの竜田揚げ 牛乳　ホキ　しらす 大根　玉ねぎ　きゅうり 米　さつまいも　ごま 743 29.8

29 金 大根とじゃこのサラダ 豆腐　油揚げ　わかめ 長ねぎ　しょうが かたくり粉　砂糖　油

玉ねぎの味噌汁　牛乳 味噌 18.7 3.2

※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。

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

2 土 　　＜　　地区防災訓練オリエンテーション　　＞

3 日 　　＜　　地区防災訓練・美化作業　　＞

4 月 　　＜　　振替休日　　＞

8

11 月 　　＜　　一学期期末テスト　1日目　　＞

★かながわ産品
　　　　　　学校給食デー

水

【共通メニュー】
醤油ラーメン　春巻き　冷凍みかん
【選択メニュー】
副菜　飲み物

○春巻き　2本
ﾘｻﾞｰﾌﾞⅠ【副菜】
①棒々鶏風サラダ　②ジャーマンポテト
ﾘｻﾞｰﾌﾞⅡ【飲み物】
①牛乳　②ｺｰﾋｰ牛乳　③ジョア

12 火 　　＜　　一学期期末テスト　2日目　　＞

18 月 　　＜　　敬老の日　　＞


