
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) 

炒め焼きそば 牛乳　豚肉　のり もやし　キャベツ　玉ねぎ 中華麺　ゼリー　ごま 838 29.5

1 チーズささみフライ　いそ和え ささみフライ（鶏肉　チーズ）にんじん　 油

レモンソーダゼリー　牛乳 32.9 3.3

ご飯 牛乳　鶏肉　大豆　豆腐 キャベツ　大根　きゅうり　 米　じゃがいも　砂糖 857 30.7 ★節分

2 鶏肉とじゃがいもと大豆の揚げ煮 油揚げ　わかめ　かつお節 長ねぎ かたくり粉　油

刻みづけ　大根の味噌汁　牛乳 味噌 24.3 3.0

ご飯　手作りハンバーグ 牛乳　豚肉　鶏肉　豆腐 キャベツ　玉ねぎ　もやし 米　パン粉　砂糖 816 33.7

5 蒸し野菜のポン酢がけ 卵　油揚げ　わかめ　味噌 にんじん　大根　葉ねぎ　

玉ねぎの味噌汁　牛乳 長ねぎ 27.0 2.8

ナン＆キーマカレー 牛乳　豚肉　ベーコン　 玉ねぎ　にんじん　もやし　枝豆ナン　じゃがいも　 821 36.3

6 火 野菜炒め　ジャーマンポテト いんげん豆　ひよこ豆　 キャベツ　まいたけ　ピーマン バター　砂糖　油

牛乳 大豆　スキムミルク　 パプリカ　しょうが　にんにく 32.9 3.3

ご飯 牛乳　さば　鶏肉　ちくわ 大根　白菜　もやし　にんじん 米　かたくり粉　砂糖 798 34.2

7 水 さばの味噌煮　ひじき炒め煮 油揚げ　ひじき　大豆　 枝豆　しょうが 油

とろとろスープ　牛乳 味噌 24.3 3.6

ピザトースト　 牛乳　鶏肉　ベーコン キャベツ　もやし　にんじん パン　ドレッシング 896 39.6 ○からあげ　２個

8 鶏のからあげ　シーザーサラダ チーズ　ハム 玉ねぎ　きゅうり　ピーマン バター　油

コンソメスープ　牛乳 パプリカ　小松菜　ﾏｯｼｭﾙｰﾑ 38.8 5.0

ご飯　 牛乳　さわら　豚肉　豆腐 白菜　玉ねぎ　にんじん 米　じゃがいも　砂糖 833 32.9

9 さわらの味噌がけ　肉じゃが 油揚げ　わかめ　味噌 長ねぎ　いんげん　 こんにゃく　油

白菜の味噌汁　牛乳 23.9 2.8

味噌バターラーメン(ソフトめん） 牛乳　肉団子（鶏肉　豚肉）もやし　キャベツ　きゅうり ソフトめん　チョコムース 941 34.7

13 火 肉団子の甘酢あん　海藻サラダ 豚肉　海藻　わかめ　味噌 小松菜　にんじん　メンマ　 ドレッシング　かたくり粉

チョコムース　牛乳 コーン　 砂糖　油 30.5 4.8

ご飯　アジフライ 牛乳　アジフライ（アジ） もやし　キャベツ　大根　玉ねぎ米　じゃがいも　ごま 773 30.1

16 キャベツともやしのおかか和え 豚肉　豆腐　かつお節　 にんじん　小松菜　長ねぎ こんにゃく　砂糖　油

豚汁　牛乳 味噌 19.6 3.2

チャーハン風飯　春巻き 牛乳　春巻き（鶏肉　豚肉） キャベツ　たけのこ　にんじん 米　押麦　春雨　ごま 823 22.9

19 月 キャベツとハムの中華和え 卵　ハム　鶏肉　なると 長ねぎ　レタス　しいたけ 砂糖　油

春雨スープ　牛乳 24.7 4.0

黒パン　 牛乳　ツナ　鶏肉　ハム 大根　玉ねぎ　にんじん　 パン　じゃがいも　 781 29.8

20 火 ﾂﾅとポテトのグラタン　大根サラダ チーズ　生クリーム きゅうり　コーン　グリンピース ドレッシング　バター

コーンスープ　牛乳 油 30 3.3

【共通ﾒﾆｭｰ】根野菜カレーライス 鶏肉　豚肉 玉ねぎ　にんじん　れんこん 米　押麦　じゃがいも

21 水 　　　　　　　　鶏の照り焼き 【ハム　牛乳　ジョア】 ごぼう　にんにく さつまいも　油

【選択ﾒﾆｭｰ】副菜　飲み物 【きゅうり　コーン　もやし】 【マヨネーズ　砂糖】

カルボナーラ風スパゲッティ ジョア　鶏肉　卵　ベーコン キャベツ　玉ねぎ　コーン スパゲッティ　かたくり粉 908 35.1

22 鶏のスパイス焼き　コールスロー チーズ　生クリーム にんじん　マッシュルーム ドレッシング　バター

雪見だいふく　ジョア(ﾌﾟﾚｰﾝ) 雪見だいふく にんにく 油 33.2 2.4

ご飯 牛乳　鮭　豆腐　鶏肉 白菜　大根　もやし　キャベツ 米　いももち　さつまいも 892 31.5

23 鮭のチャンチャン焼き　いももち さつま揚げ　味噌 玉ねぎ　にんじん　しめじ かたくり粉　バター　

さつま汁　牛乳 えのき茸　長ねぎ 砂糖　油　 22.2 3.4

手巻き寿司 牛乳　たらスティック（タラ） キャベツ　大根　きゅうり　 米　さといも　こんにゃく 765 29.5

26 （たらスティック　ツナマヨ） ツナ　鶏肉　豆腐　のり　 にんじん　ごぼう　長ねぎ マヨネーズ　砂糖　油

けんちん汁　牛乳 わかめ　味噌 20.4 2.4

ビスキュイパン 牛乳　ひき肉サンド（豚肉） 玉ねぎ　ごぼう　トマト　セロリ パン　小麦粉　マカロニ 833 27.8

27 かぼちゃひき肉ｻﾝﾄﾞ　せんいｻﾗﾀﾞ　鶏肉　豚肉　卵　ベーコン　 いんげん さつまいも　マヨネーズ

ミネストローネ　牛乳 バター　アーモンド　ごま 34.8 3.1

わかめごはん 牛乳　ブリ　鶏肉　ちくわ 玉ねぎ　ごぼう　にんじん 米　じゃがいも　 909 33.3

28 ブリのおろし煮　きんぴら煮 油揚げ　わかめ　味噌 大根　長ねぎ　葉ねぎ こんにゃく　かたくり粉

じゃがいもの味噌汁　牛乳 いんげん 砂糖　油 27.2 4.1

※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。

　給食のない日をご確認ください！
　各学年給食がない日があります。
　学年ごとに異なりますので、備考欄を確認の上、
　ご家庭で昼食の準備をお願いします。
　　　（○…給食あり　×…給食なし）

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

木

金

月

木

金

○春巻き　２本

12 月 　　＜　　建国記念の日　振替休日　　＞

○肉だんご　４個
★受験生応援
★バレンタイン

14 水 　　＜　　1・2年二学期期末テスト　　3年公立高校選抜　　＞

15 木 　　＜　　1・2年二学期期末テスト　　3年公立高校選抜　　＞

金

☆3年公立高校選抜の
ため給食ありません

リザーブⅠ【副菜】　①マカロニサラダ
②もやしのピリ辛炒め
リザーブⅡ【飲み物】　①牛乳　②ｼﾞｮｱ（ｽ
ﾄﾛﾍﾞﾘｰ）　③ﾘﾝｺﾞｼﾞｭｰｽ　④ﾚﾓﾝﾃｨｰ

木

金

☆3年卒業遠足のため
給食ありません

月

☆3年公立高校選抜
合格発表前日指導のた
め給食ありません

火

☆3年公立高校選抜
合格発表のため給食あ
りません

水

自分を信じて

がんばろう！

14(水) 15(木) 16(金) 23(金) 26(月) 27(火)

× × ○

× × × × × ×
(卒業遠足） (前日指導） (公立発表）（共通選抜）

3年

○
（期末テスト）

1・2年 ○ ○


