
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　豚肉　鶏肉　卵 もやし　大根　キャベツ　白菜 米　小麦粉　パン粉 950 36.5

1 水 手作りメンチ　いそ和え 油揚げ　のり　味噌 玉ねぎ　にんじん　ごぼう　 ごま　砂糖　油

すいとん汁　牛乳 長ねぎ　 30.1 2.0

食パン　ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰｼﾞｬﾑ＆ﾏｰｶﾞﾘﾝ ジョア　豚肉　ベーコン キャベツ　玉ねぎ　もやし パン　マカロニ　ジャム 814 35.0

2 木 ﾊﾑとﾁｰｽﾞのはさみ揚げ　ｼﾞｮｱ はさみ揚げ（ハム　チーズ） にんじん　トマト　セロリ マーガリン　油

蒸し野菜のﾎﾟﾝ酢がけ　ﾐﾈｽﾄﾛｰﾈ 26.7 4.0

ご飯 牛乳　タラ　豆腐　あさり もやし　白菜　小松菜　にんじん米　かたくり粉　ごま 770 35.6

6 月 タラの野菜あんかけ　ごま和え 味噌　 長ねぎ　たけのこ　えのき 砂糖　油

スンドゥブ・チゲ　牛乳 ピーマン　ﾆﾗ　しょうが　ﾆﾝﾆｸ 18.8 2.9

シュガートースト 牛乳　エビカツ（エビ　魚肉）キャベツ　玉ねぎ　にんじん パン　じゃがいも　 849 35.2

火 エビカツ　シーザーサラダ 鶏肉　ベーコン　大豆 きゅうり　コーン　ブロッコリー ドレッシング　マーガリン

シチュー　牛乳 スキムミルク アスパラ　 バター　砂糖　油 31.5 3.3

鶏ごぼう飯 牛乳　厚焼きたまご（卵） 白菜　にんじん　切干大根 米　砂糖　油 765 28.0

8 水 厚焼きたまご　切干大根 鶏肉　ちくわ　豆腐　 ごぼう　長ねぎ　しょうが

白菜の味噌汁　牛乳 油揚げ　わかめ　味噌 いんげん　椎茸 20.4 3.0

炒め焼きそば 牛乳　鶏肉　豚肉　ハム もやし　キャベツ　玉ねぎ 中華麺　蒸しケーキ 739 32.1

木 鶏のスパイス焼き　三色ナムル にんじん　きゅうり　 ごま　油

蒸しケーキ（チーズ）　牛乳 31.3 3.2

根野菜カレーライス 牛乳　ウインナー　豚肉 大根　玉ねぎ　にんじん　 米　押麦　じゃがいも 918 26.6 ○ウインナー　２本

10 金 ボイルウインナー ハム　スキムミルク きゅうり　れんこん　ごぼう さつまいも　ドレッシング

大根サラダ　牛乳 にんにく 油 35.7 3.7

ご飯 牛乳　さんま　鶏肉　豚肉 もやし　玉ねぎ　たけのこ　 米　じゃがいも　ごま 860 30.8

13 月 さんまのかば焼き　棒々鶏サラダ 長ねぎ　にんじん　ピーマン 砂糖　油

じゃがマーボー　牛乳 にんにく 24.6 2.4

黒パン　ﾁｷﾝｶﾁｬﾄｰﾗ（鶏のﾄﾏﾄ煮） 牛乳　鶏肉　ベーコン 玉ねぎ　ほうれん草　キャベツ パン　じゃがいも　バター 744 29.4

14 火 ほうれん草のバター炒め 生クリーム もやし　にんじん　コーン　ｾﾛﾘ 小麦粉　油

フライドポテト　牛乳 パプリカ　しめじ　トマト　ﾊﾟｾﾘ 30.5 3.3

ご飯 牛乳　豚肉　豆腐　油揚げ 大根　キャベツ　もやし　玉ねぎ 米　かたくり粉　油 867 29.4

15 水 豚のしょうが焼き　塩昆布和え 昆布　わかめ　味噌 にんじん　長ねぎ　しょうが

大根の味噌汁　牛乳 にんにく 35.4 2.4

醤油ラーメン　揚げシューマイ 牛乳　豚肉　ハム キャベツ　もやし　小松菜 中華麺　ゼリー　砂糖 817 27.9 ○シューマイ　３個

16 木 キャベツとハムの中華和え シューマイ（鶏肉　豚肉） にんじん　メンマ　長ねぎ ごま　油

レモンソーダゼリー　牛乳 21.4 4.0

ご飯　 牛乳　メカジキ　鶏肉　卵 玉ねぎ　ごぼう　にんじん 米　こんにゃく　砂糖 771 29.8

17 金 カジキの竜田揚げ　きんぴら煮 ちくわ　 小松菜　いんげん　しょうが かたくり粉　ごま　油

卵と小松菜のスープ　牛乳 21.5 2.5

ご飯　 牛乳　さば　鶏肉　豆腐 白菜　大根　にんじん　長ねぎ 米　さつまいも　砂糖 837 35.4

20 月 さばの味噌煮　ひじき炒め煮 さつま揚げ　ちくわ　大豆 枝豆　しょうが 油

さつま汁　牛乳 ひじき　油揚げ　味噌 24.4 3.3

担々麺　ちくわの磯部揚げ 牛乳　ちくわ　豚肉　卵 もやし　キャベツ　玉ねぎ ソフトめん　ごま　小麦粉 930 40.3 ○ちくわ　２本

21 火 キャベツともやしのおかか和え ヨーグルト　青のり にんじん　長ねぎ　しょうが 油

ヨーグルトあえ　牛乳 にんにく　みかん　アロエ 28.5 3.9

ご飯 牛乳　鶏肉　卵　豆腐 玉ねぎ　もやし　キャベツ 米　さつまいも　小麦粉 820 29.5

22 水 チキンカツ　温野菜 油揚げ　わかめ　味噌 にんじん　なめこ　ブロッコリー パン粉　ごま　砂糖

なめこ汁　牛乳 長ねぎ 26.3 2.8

【共通メニュー】ﾚﾓﾝさっぱりサラダ 鶏肉　豚肉 キャベツ　もやし　きゅうり じゃがいも　かたくり粉

24 金 鶏肉ｼﾞｬｶﾞｲﾓの揚げ煮　野菜ｽｰﾌﾟ 【牛乳　ジョア　わかめ】　 にんじん　小松菜　レモン 砂糖　油　【米　ﾌｫｶｯﾁｬ

【リザーブメニュー】主食　飲み物 【りんご　いちご】 ﾊﾁﾐﾂ　ﾏｰｶﾞﾘﾝ】

ご飯　鮭のチャンチャン焼き 牛乳　鮭　豆腐　鶏肉　卵 大根　もやし　玉ねぎ　にんじん 米　さつまいも　さといも 819 31.6

27 月 けんちん汁　牛乳 スキムミルク キャベツ　ごぼう　しめじ　 こんにゃく　小麦粉

さつまるくん(揚げｽｲｰﾄﾎﾟﾃﾄ)　 えのき茸　長ねぎ ごま　バター　砂糖　油 22.9 2.6

ナン＆キーマカレー 牛乳　豚肉　ベーコン 玉ねぎ　もやし　キャベツ　枝豆 ナン　じゃがいも　砂糖 766 34.5

28 火 野菜炒め　ジャーマンポテト おから　大豆　スキムミルクにんじん　まいたけ　ピーマン バター　油

牛乳 パプリカ　しょうが　ﾆﾝﾆｸ 30.4 3.5

ご飯 牛乳　ブリ　豚肉　豆腐 キャベツ　大根　にんじん 米　じゃがいも　砂糖　 819 31.2

29 水 ブリのおろし煮　刻みづけ 味噌　 きゅうり　長ねぎ　葉ねぎ こんにゃく　かたくり粉

豚汁　牛乳 たくあん 油 25.3 2.5

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　ワンタン皮 822 39.2

30 木 揚げささみのレモン煮 ベーコン　チーズ　 きゅうり　パプリカ　セロリ　ﾄﾏﾄ かたくり粉　ドレッシング

ぱりぱりサラダ　みかん　牛乳 スキムミルク ﾋﾟｰﾏﾝ　しょうが　ﾆﾝﾆｸ　みかん 砂糖　油 27.9 2.8

※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。

☆3年二学期中間テスト
の為給食ありません

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年職場体験の為給
食ありません

3 金 　　＜　　文化の日　　＞

7

9

23 木 　　＜　　勤労感謝の日　　＞

ﾘｻﾞｰﾌﾞⅠ【主食】①わかめごはん
②フォカッチャ、はちみつ＆マーガリン
ﾘｻﾞｰﾌﾞⅡ【飲み物】　①牛乳
②ｼﾞｮｱ③ﾘﾝｺﾞｼﾞｭｰｽ④ﾚﾓﾝﾃｨｰ

☆1・2年二学期中間テ
ストの為給食ありませ
ん

★1・2年二学期中間テ
スト

★3年二学期中間テスト

☆3年二学期中間テスト
の為給食ありません

○さんま　２本
★かながわ産品学校給
食week［～17(金)］

11/13(月)～17(金)の1週間

神奈川産食材がたくさん登場します！お楽しみに！

≪ ★かながわ産品学校給食week ≫≪ 給食のない日をご確認ください！ ≫
1年 3年

27日(月) 1日(水) 27日(月) 6日(月)・7日(火)

中間テスト 職場体験 中間テスト 中間テスト

2年

1年 3年

29日(火) 1日(火)・2日(水) 29日(火) 1日(火)・2日(水)

中間テスト 職場体験 中間テスト 中間テスト

2年


