
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　揚げさばのごま味噌がけ 牛乳　さば　豚肉　豆腐 もやし　キャベツ　にんじん 米　春雨　しらたき 854 32.9 ★教育相談①

1 月 春雨サラダ 味噌 にんじん　きゅうり　白菜　 かたくり粉　ごま　砂糖 ○さば　２個

中華風豆腐スープ　牛乳 ニラ　しょうが 油 27.2 3.6

炒め焼きそば　ミニ揚げパン 牛乳　鶏肉　豚肉 もやし　キャベツ　玉ねぎ 中華麺　パン　ごま 899 34.4 ★教育相談②

2 火 鶏のゴマ照り焼き　 わかめ　海藻　 にんじん　きゅうり　コーン ドレッシング　砂糖　油

海藻サラダ　牛乳 　 40.1 3.5

ご飯 牛乳　豆腐　鶏肉　ハム もやし　きゅうり　にんじん 米　ごま　油 799 32.4 ★教育相談③

水 焼きギョーザ　三色ナムル ギョーザ(鶏肉　豚肉　大豆) たけのこ　長ねぎ　しょうが ○ギョーザ　３個

スンドゥブ・チゲ　牛乳 あさり　味噌 にんにく　白菜キムチ 22.9 3.0

たらこスパゲッティ 牛乳　鶏肉　ベーコン キャベツ　玉ねぎ　にんじん スパゲッティ　マヨネーズ 805 34.7 ★教育相談④

木 タンドリーチキン　シーザーサラダ たらこ　のり　ヨーグルト　 きゅうり　葉ねぎ　にんにく ドレッシング　油

ヨーグルト　牛乳 35.8 3.2

栗ごはん ジョア　豆腐　わかめ もやし　キャベツ　玉ねぎ 米　栗　ごま　油 724 26.9 ★1学期終業式

5 金 いわしのさんが焼き　おかか和え さんが焼き（いわし　鶏肉) かぼちゃ　長ねぎ

玉葱の味噌汁　ジョア(プレーン) かつお節　味噌 10.4 2.6

塩ラーメン(ソフトめん) 牛乳　豚肉　ハム キャベツ　もやし　玉ねぎ ソフトめん　ごま　砂糖 899 29.0 ★2学期始業式

9 火 豚肉コロッケ　 コロッケ（豚肉) にんじん　長ねぎ　ニラ 油

キャベツとハムの中華和え　牛乳 29.9 3.0

シュガートースト 牛乳　鶏肉　ハム　卵　 大根　玉ねぎ　にんじん　 パン　マーガリン 840 34.5

11 木 ハムチーズはさみ揚げ　大根サラダ はさみ揚げ（ハム　チーズ） きゅうり　コーン　パセリ バター　ドレッシング

とうもろこしのスープ　牛乳 大豆　 かたくり粉　砂糖　油 31.2 5.0

きのこハヤシライス 牛乳　豚肉　大豆 キャベツ　玉ねぎ　にんじん 米　押麦　ドレッシング 964 31.4

12 金 チキンメンチカツ メンチカツ(鶏肉　大豆) きゅうり　マッシュルーム 油

金ごまサラダ　牛乳 しめじ　エリンギ　しょうが 32.0 4.0

ご飯　焼き鮭 牛乳　鮭　厚揚げ　豚肉 キャベツ　にんじん　玉ねぎ 米　ごま　かたくり粉 789 36.8

15 月 厚揚げと豚肉の味噌炒め わかめ　味噌 ピーマン　しいたけ　葉ねぎ 砂糖　油

わかめスープ　牛乳 しょうが 23.9 4.2

食パン　チョコクリーム 牛乳　メルルーサ　豚肉 キャベツ　玉ねぎ　トマト パン　ﾁｮｺｸﾘｰﾑ　マカロニ 779 33.3

16 火 白身魚のフライ　ぱりぱりサラダ ベーコン　卵 きゅうり　パプリカ　セロリ ワンタン皮　パン粉　

ミネストローネ　牛乳 小麦粉　ドレッシング　油 27.4 3.7

ご飯 牛乳　豚肉　ベーコン もやし　玉ねぎ　キャベツ 米　じゃがいも　パン粉 860 31.7 ★全員給食の日

17 水 ミートローフ　ジャーマンポテト チーズ にんじん　パセリ 砂糖　油

野菜スープ　牛乳 29.9 2.7

醤油ラーメン 牛乳　豚肉　のり もやし　キャベツ　小松菜 中華麺　ゼリー　ごま 844 25.5 ○春巻　２本

18 木 春巻　チョレギサラダ 春巻（鶏肉　豚肉) にんじん　きゅうり　長ねぎ 砂糖　油

レモンソーダゼリー　牛乳 メンマ　 24.6 4.3

チャーハン風飯　厚焼きたまご 牛乳　豚肉　卵　豆腐　 玉ねぎ　もやし　キャベツ 米　押麦　こんにゃく 775 27.4

19 金 豚肉とごぼうの炒め煮 厚焼きたまご（卵）　わかめ ごぼう　にんじん　レタス 砂糖　油

キャベツの味噌汁　牛乳 味噌 しいたけ　長ねぎ 23.7 3.6

わかめごはん　 牛乳　鶏肉　ベーコン 大根　かぼちゃ　にんじん 米　さつまいも　 841 31.4

22 月 鶏のスパイス焼き　かぼちゃサラダ 豆腐　油揚げ　わかめ 玉ねぎ　長ねぎ　 マヨネーズ　ドレッシング

大根の味噌汁　牛乳 味噌 油 26.3 4.3

【共通】コッペパン　コーンシチュー 鮭　卵　鶏肉　大豆 玉ねぎ　にんじん　コーン パン　じゃがいも　米粉

23 火 米粉ｻｰﾓﾝﾑﾆｴﾙ～ﾋﾞｰﾝｽﾞﾀﾙﾀﾙ～ スキムミルク 【キャベツ　ブロッコリー】 マヨネーズ　

【ﾘｻﾞｰﾌﾞﾒﾆｭｰ】副菜　飲み物 【かつお節　牛乳　ジョア】 【ドレッシング　カルピス】

ご飯 牛乳　さば　豆腐　油揚げ 玉ねぎ　もやし　キャベツ 米　くるみ　麩　砂糖 773 32.6

24 水 さばの味噌煮　くるみ和え 味噌 ほうれん草　小松菜　

すまし汁　牛乳 にんじん　葉ねぎ　しょうが 23.5 2.7

白菜のクリームスパゲッティ 牛乳　鶏肉　豚肉 キャベツ　白菜　玉ねぎ スパゲッティ　かたくり粉 890 36.4 ○からあげ　２個

25 木 鶏のからあげ　シューアイス ベーコン　スキムミルク もやし　にんじん　しめじ シューアイス　油

蒸し野菜のポン酢がけ　牛乳 生クリーム しょうが 39.5 3.4

ご飯 牛乳　ちくわ　豚肉　鶏肉 大根　にんじん　長ねぎ 米　じゃがいも　 816 30.6 ○ちくわ　２本

26 金 ちくわのカレー揚げ　ひじき炒め煮 豆腐　大豆　油揚げ　卵 枝豆 こんにゃく　小麦粉

豚汁　牛乳 ひじき　味噌 砂糖　油 23.4 3.3

ご飯 牛乳　タラ　豚肉　油揚げ　 玉ねぎ　にんじん　ごぼう 米　じゃがいも　バター 719 29.5

29 月 タラのバター醤油焼き　豚キムチ わかめ　味噌 長ねぎ　ニラ　白菜キムチ こんにゃく　マヨネーズ　

じゃがいもの味噌汁　牛乳 ごま　砂糖　油 16.8 2.7

ソフトめんきつね汁 牛乳　メカジキ　油揚げ もやし　白菜　ほうれん草 ソフトめん　かたくり粉 876 40.8

30 火 カジキの竜田揚げ 鶏肉 にんじん　長ねぎ　しょうが ごま　砂糖　油

ごま和え　牛乳 26.1 2.9

ご飯 牛乳　豚肉　ウインナー 玉ねぎ　かぼちゃ　キャベツ 米　じゃがいも　マカロニ 960 33.6

31 水 トンカツ　かぼちゃのチーズ焼き ベーコン　チーズ　卵 にんじん　コーン　パセリ パン粉　小麦粉　砂糖

ABCスープ　牛乳 おから 油 33.5 2.9

※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

★かながわ産品
学校給食week(～19日）

★ﾘｻﾞｰﾌﾞⅠ【副菜】①ｺｰﾙｽﾛｰ②ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
おかか和え　　★ﾘｻﾞｰﾌﾞⅡ【飲み物】①牛
乳②牛乳&ﾐﾙﾒｰｸ③ジョア④ｶﾙﾋﾟｽ

☆2年職場体験の為
　給食ありません

☆2年職場体験、3年二学
期中間テストの為給食あり
ません
★ハロウィン献立

3

4

8 月 　　＜　　体育の日　　＞

10 水 　　＜　　文化活動発表会　　　※弁当持参　　＞


