
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) 

ミートソーススパゲッティ 牛乳　鶏肉　豚肉　大豆 玉ねぎ　キャベツ　にんじん スパゲッティ　砂糖 846 40.3

4 火 鶏の照り焼き　ツナマヨ和え ツナ　チーズ　スキムミルク きゅうり　ピーマン　しょうが マヨネーズ　油

冷凍みかん　牛乳 トマト　セロリ　ﾆﾝﾆｸ  みかん 33.1 4.1

枝豆ひじきご飯 牛乳　ちくわ　厚揚げ もやし　かぼちゃ　玉ねぎ 米　小麦粉　ごま 736 29.5 ○ちくわ　２本

5 水 ちくわの磯部揚げ　小松菜の煮浸し 鶏肉　油揚げ　ひじき　卵 小松菜　にんじん　しめじ　 砂糖　油

かぼちゃの味噌汁　牛乳 あおのり　味噌 枝豆　長ねぎ　 20.1 3.3

チーズパン 牛乳　鶏肉　ハム　チーズ 玉ねぎ　きゅうり　キャベツ パン　マカロニ　バター 786 32.7

6 木 タンドリーチキン　マカロニサラダ ベーコン　ヨーグルト にんじん　コーン　にんにく マヨネーズ　油　

オニオンスープ　牛乳 36.4 3.7

ご飯 牛乳　鮭　豚肉　ハム 大根　玉ねぎ　チンゲン菜 米　じゃがいも　 720 32.1

金 焼き鮭　チンゲン菜の炒め物 豆腐　味噌 にんじん　長ねぎ　コーン こんにゃく　砂糖　油

豚汁　牛乳 17.1 2.4

ご飯 牛乳　アジフライ（アジ） もやし　玉ねぎ　小松菜 米　じゃがいも　ごま 778 29.6

12 水 アジフライ　ごま和え 油揚げ　わかめ　味噌 にんじん　長ねぎ 砂糖　油

じゃがいもの味噌汁　牛乳 18.3 3.5

ロールパン　フライドチキン 牛乳　鶏肉　豚肉　卵 キャベツ　玉ねぎ　トマト パン　マカロニ　 801 31.2

13 木 レモンさっぱりサラダ ベーコン　 きゅうり　にんじん　小松菜 小麦粉　かたくり粉

ミネストローネ　牛乳 セロリ　切干大根　レモン 油 37.1 3.1

カレーライス 牛乳　豚肉　スキムミルク もやし　玉ねぎ　キャベツ　 米　押麦　じゃがいも 892 29.4

14 金 ハンバーグ　 ハンバーグ（鶏肉　豚肉） にんじん　にんにく いんげん豆　ごま　油

いそ和え　牛乳 のり 29.5 3.5

担々麺（ソフトめん） 牛乳　豚肉　ハム　 大根　玉ねぎ　にんじん ソフトめん　ドレッシング 940 39.8 ○肉団子　２個

18 火 照り焼き肉団子　大根サラダ 肉団子（鶏肉　豚肉　大豆）　長ねぎ　きゅうり　しょうが こんにゃく白玉　ごま

ヨーグルトあえ　牛乳 ヨーグルト にんにく　みかん 油 29.8 3.8

ご飯 ジョア　メカジキ　豚肉 玉ねぎ　にんじん　小松菜 米　じゃがいも　 804 29.9

19 水 カジキの竜田揚げ　肉じゃが 豆腐　卵　 長ねぎ　いんげん　しょうが こんにゃく　かたくり粉

かきたま汁　ジョア（マスカット） 砂糖　油 20.4 2.3

コッペパン 牛乳 ﾍﾞｰｺﾝ  鶏肉 生ｸﾘｰﾑ キャベツ　玉ねぎ　コーン パン　ドレッシング

20 木 リザーブⅠ【主菜】　ぱりぱりサラダ 【オムレツ（卵　チーズ)】 きゅうり　パプリカ　にんじん　 ワンタン皮　油

コーンスープ　リザーブⅡ【飲み物】 【かぼちゃサンド（豚肉）】 グリンピース　

秋味ご飯 牛乳　さば　鶏肉　ひじき 大根　にんじん　ごぼう　枝豆 米　さつまいも　白玉 833 35.8

21 金 さばの塩焼き　ひじき炒め煮 肉団子（鶏肉　豚肉）　大豆 しめじ　まいたけ　長ねぎ ごま　砂糖　油

だんご汁　牛乳 油揚げ　ちくわ　味噌 26.1 2.5

ナン&キーマカレー 牛乳　豚肉　大豆　おから 玉ねぎ　キャベツ　にんじん ナン　じゃがいも　バター 828 38.2

25 火 蒸し野菜のポン酢がけ スキムミルク もやし　枝豆　パセリ　しょうが いんげん豆　ひよこ豆

こふきいも　牛乳 にんにく　レーズン 砂糖　油 29.6 3.5

わかめごはん 牛乳　ブリ　豆腐　油揚げ キャベツ　玉ねぎ　にんじん 米　かたくり粉　 838 31.3

26 ブリのおろし煮　刻みづけ わかめ　かつお節　味噌 きゅうり　大根　長ねぎ　 砂糖　油

玉ねぎの味噌汁　牛乳 葉ねぎ　たくあん　 25.2 4.0

味噌ラーメン 牛乳　餃子（豚肉　鶏肉） もやし　きゅうり　小松菜 中華麺　ゼリー　ごま 795 28.2 ○餃子　３個

27 木 揚げ餃子　三色ナムル 豚肉　ハム　味噌 にんじん　長ねぎ　メンマ 油

レモンソーダゼリー　牛乳 19.8 4.9

ご飯 牛乳　さんま　豆腐　豚肉 白菜　玉ねぎ　にんじん 米　したらき　かたくり粉 903 35.5 ○さんま　２本

28 金 さんまのかば焼き　切干大根 ちくわ　油揚げ　 長ねぎ　切干大根　いんげん 砂糖　油

すき焼き煮　牛乳 椎茸 30.3 2.1

※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。

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 日 　　＜　　地区防災訓練　　＞

3 月 　　＜　　振替休日　　＞

ﾘｻﾞｰﾌﾞⅠ【主菜】
①かぼちゃひき肉ｻﾝﾄﾞ　②ﾁｰｽﾞｵﾑﾚﾂ
ﾘｻﾞｰﾌﾞⅡ【飲み物】　①牛乳　②牛乳&ﾐﾙ
ﾒｰｸ　③野菜ｼﾞｭｰｽ　④ﾚﾓﾝﾃｨｰ

7

10 月 　　＜　　一学期期末テスト　1日目　　＞

11 火 　　＜　　一学期期末テスト　2日目　　＞

★一学期期末テスト3日
目

17 月 　　＜　　敬老の日　　＞

★かながわ産品
　　　　　　学校給食デー

24 月 　　＜　　秋分の日　振替休日　　＞

水

9月2日(日)は午前中防災訓練に参加し、

ご家庭で昼食をとって登校しましょう！

☆1年生部門 1年4組

☆2年生部門 2年3組

☆3年生部門 3年3組
＆3年4組

（同率1位）

給食委員会では毎月調査項目を決め、残量調査をおこないました。4月から7月の調

査結果で残量が少なかったクラスを表彰しました。

残量調査の結果を表彰しました！（給食委員会）


