
平成30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　かつお　鶏肉 もやし　キャベツ　ごぼう　 米　こんにゃく　ごま 770 34.5

1 金 かつおの揚げ煮　きんぴら煮 ちくわ　油揚げ　わかめ にんじん　長ねぎ　いんげん　 かたくり粉　砂糖　油

キャベツの味噌汁　牛乳 味噌 しょうが 15.2 2.8

手巻き寿司 牛乳　卵焼き（卵）　豚肉 大根　キャベツ　きゅうり　 米　じゃがいも　 814 28.2 ★カミカミ献立

4 月 （卵焼き　ツナマヨかみかみ和え） ツナ　豆腐　のり　わかめ にんじん　長ねぎ　かんぴょう こんにゃく　マヨネーズ

かみかみ豚汁　牛乳 味噌　 切干大根 砂糖 26.5 2.4

ソフトめんキムチ汁 牛乳　豆腐　豚肉　じゃこ 大根　もやし　きゅうり　ごぼう ソフトめん　しらたき 878 35.8 ○肉だんご　３個

5 火 肉団子の甘酢あん　 肉団子（鶏肉　豚肉） にんじん　白菜キムチ　ニラ　 かたくり粉　砂糖　油

大根とじゃこのサラダ　牛乳 味噌 28.0 3.8

ご飯 牛乳　ブリ　油揚げ もやし　キャベツ　玉ねぎ 米　じゃがいも　 829 30.5

6 水 ブリのおろし煮　梅和え かつお節　わかめ　味噌 にんじん　きゅうり　長ねぎ かたくり粉　砂糖　油

じゃがいもの味噌汁　牛乳 大根　葉ねぎ　ねり梅 25.0 2.4

ご飯　揚げさばのゴマ味噌がけ 牛乳　さば　油揚げ もやし　小松菜　にんじん　 米　ごま　かたくり粉 768 29.5 ★中間テスト2日目

小松菜の煮浸し わかめ　味噌 葉ねぎ　椎茸　しょうが 砂糖　油 ○さば　２個

わかめスープ　牛乳 23.8 4.4

ご飯　ハンバーグ～ﾄﾏﾄｿｰｽ～ 牛乳　ハム　ベーコン もやし　玉ねぎ　にんじん　 米　マカロニ　マヨネーズ 844 28.1

11 月 マカロニサラダ ハンバーグ（鶏肉　豚肉） きゅうり　小松菜　コーン 油

コンソメスープ　牛乳 28.0 3.1

ビスキュイパン 牛乳　豚肉　ベーコン 大根　玉ねぎ　きゅうり　トマト パン　マカロニ　小麦粉 767 26.3

12 火 カレークノーデル　大根サラダ クノーデル（豚肉　大豆） セロリ ドレッシング　アーモンド

ミネストローネ　牛乳 ハム　卵　 バター　砂糖　油 31.5 3.5

ご飯　さんまのおかか煮 牛乳　豚肉　豆腐　 玉ねぎ　ごぼう　にんじん　 米　こんにゃく　麩 812 31.0

13 水 豚肉とごぼうの炒め煮 さんまおかか煮（さんま） 小松菜　葉ねぎ　椎茸 砂糖　油

すまし汁　牛乳 味噌 24.9 2.5

醤油ラーメン 牛乳　ちくわ　豚肉　卵 もやし　キャベツ　きゅうり 中華麺　ゼリー　小麦粉 802 29.9 ○ちくわ　２本

14 ちくわの磯部揚げ　刻みづけ かつお節　あおのり　 小松菜　にんじん　メンマ 油

レモンソーダゼリー　牛乳 長ねぎ　たくあん 19.7 4.6

まめまめカレーライス 牛乳　豚肉　ベーコン 玉ねぎ　キャベツ　にんじん 米　押麦　じゃがいも 966 28.6

15 イカリング　シーザーサラダ イカリング（イカ　大豆） きゅうり　にんにく ドレッシング　ｲﾝｹﾞﾝ豆

牛乳 大豆　おから ｴﾝﾄﾞｳ豆　ﾋﾖｺ豆　油 35.1 3.1

ご飯 牛乳　鶏肉　大豆　豆腐 玉ねぎ　にんじん　小松菜 米　砂糖　油 754 29.0

カマスフライ　ひじき炒め煮 カマスフライ（カマス）　卵 長ねぎ　枝豆

かきたま汁　牛乳 ちくわ　油揚げ　ひじき 20.0 2.4

黒パン 牛乳　鶏肉　豚肉　牛肉 玉ねぎ　にんじん　キャベツ パン　じゃがいも　砂糖 794 28.0 ★食育の日

19 火 ピロシキ　オリビエサラダ ピロシキ（鶏肉）　 セロリ　かぶ　トマト　コーン 油 ★W杯応援献立

ボルシチ　牛乳 大豆ミート　ｻﾜｰｸﾘｰﾑ ピクルス　グリンピース　ビーツ 32.5 2.4

ご飯 牛乳　鶏肉　豆腐　味噌 もやし　大根　にんじん　小松菜 米　さといも　こんにゃく

20 水 リザーブ【主菜】　ごま和え 【コロッケ（豚肉）　さば】 ごぼう　長ねぎ　【しょうが】 ごま　砂糖　油

けんちん汁　牛乳

ロールパン　スパニッシュオムレツ 牛乳　卵　鶏肉　大豆 玉ねぎ　キャベツ　小松菜 パン　じゃがいも　油 855 32.4

21 ぱりぱりサラダ ベーコン　チーズ きゅうり　にんじん　パプリカ ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ　ｲﾝｹﾞﾝ豆　

ビーンズシチュー　牛乳 パセリ　マッシュルーム ｴﾝﾄﾞｳ豆　ﾋﾖｺ豆 ﾜﾝﾀﾝ皮 39.7 4.3

わかめごはん ジョア　鮭　豚肉　豆腐 玉ねぎ　大根　にんじん 米　じゃがいも　 835 35.7

22 焼き鮭　肉じゃが 油揚げ　わかめ　味噌 長ねぎ　いんげん こんにゃく　砂糖　油

大根の味噌汁　ジョア 15.9 3.7

ご飯　 牛乳　豆腐　豚肉　ハム もやし　チンゲン菜　きゅうり 米　かたくり粉　ごま　油 781 30.2 ○ギョーザ　３個

25 月 揚げギョーザ　三色ナムル ギョーザ（豚肉　鶏肉） たけのこ　にんじん　長ねぎ

麻婆豆腐　牛乳 大豆ミート にんにく 21.9 2.6

味噌バターラーメン 牛乳　鶏肉　豚肉 もやし　キャベツ　チンゲン菜 ソフトめん　ごま　バター 831 37.9

26 火 鶏の照り焼き　いそ和え のり　味噌 にんじん　長ねぎ　メンマ　

冷凍みかん　牛乳 コーン　みかん 22.3 4.2

ご飯 牛乳　ムツ　豚肉　 もやし　玉ねぎ　キャベツ　 米　ビーフン　砂糖　油 770 29.3

27 水 ムツの味噌焼き　五目ビーフン 油揚げ　わかめ　味噌 にんじん　ピーマン　長ねぎ

もやしの味噌汁　牛乳 18.1 2.9

ミートソーススパゲッティ 牛乳　豚肉　鶏肉　チーズ 玉ねぎ　もやし　キャベツ　トマト スパゲッティ　エクレア 951 43.7 ○からあげ　2個

28 鶏からあげ　蒸し野菜のﾎﾟﾝ酢がけ 大豆ミート　スキムミルク にんじん　セロリ　ピーマン かたくり粉　油

アイスエクレア　牛乳 パプリカ　しょうが　にんにく 40.3 3.2

タコ飯 牛乳　豚肉　タコ　豆腐 もやし　玉ねぎ　キャベツ 米　砂糖 772 34.5 ★総体応援献立

29 金 豚のしょうが焼き　おかか和え 油揚げ　かつお節 にんじん　長ねぎ　三つ葉

玉ねぎの味噌汁　牛乳 わかめ　味噌 しょうが　にんにく 22.8 3.0

※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

7 木 　　＜　　1学期中間テスト　　＞ ★中間テスト1日目

8 金

○さんま　２本

木

金
○イカリング　２個
★１年遠足のため
給食ありません

18 月

★リザーブ給食〔主菜〕
　①豚肉コロッケ　②さばの味噌煮
★全員給食の日

木
★２年遠足のため
給食ありません
★給食試食会

金

木


