
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) 

セルフハンバーガー 牛乳　豚肉　鶏肉　豆腐 玉ねぎ　キャベツ　にんじん パン　さつまいも　 820 33.3

1 木 （食パン　手作りハンバーグ） ベーコン　卵　生クリーム きゅうり パン粉　ドレッシング

ｼｰｻﾞｰｻﾗﾀﾞ　ｻﾂﾏｲﾓのｽｰﾌﾟ　牛乳 砂糖　油 31.7 3.4

ご飯 牛乳　アジフライ（アジ） もやし　キャベツ　チンゲン菜 米　かたくり粉　油 855 39.2

2 金 アジフライ　おかか和え 豆腐　豚肉　高野豆腐 にんじん　たけのこ　長ねぎ

麻婆豆腐　牛乳 にんにく 24.9 3.5

ご飯 牛乳　鮭　油揚げ キャベツ　玉ねぎ　もやし 米　じゃがいも　砂糖 761 30.9

5 月 鮭のチャンチャン焼き　刻みづけ わかめ　味噌 きゅうり　にんじん　長ねぎ バター

じゃがいもの味噌汁　牛乳 しめじ　えのき茸　たくあん 19.4 3.2

味噌ラーメン 牛乳　鶏肉　豚肉　ハム もやし　きゅうり　小松菜 中華麺　ごま　プリン 762 35.6

火 鶏の照り焼き　三色ナムル 味噌 にんじん　長ねぎ　メンマ

牛乳プリン　牛乳 22.9 4.8

さつまいもごはん 牛乳　ブリ　豚肉　豆腐 玉ねぎ　キャベツ　にんじん 米　さつまいも　春雨　 801 30.8

7 水 ブリの味噌焼き　五目春雨 油揚げ　味噌 小松菜　ピーマン　葉ねぎ 麩　ごま　砂糖　油

すまし汁　牛乳 椎茸 22.3 3.0

マヨコーンパン 牛乳　ウインナー　 キャベツ　玉ねぎ　かぶ　コーン パン　じゃがいも　砂糖 768 24.1

木 かぼちゃひき肉サンド　 ひき肉サンド（豚肉） にんじん　小松菜　きゅうり マヨネーズ　油

ﾚﾓﾝさっぱりサラダ　ポトフ　牛乳 切干大根　レモン　パセリ 31.5 3.6

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 939 27.9 ○ウインナー　２本

9 金 ボイルウインナー　 ハム　スキムミルク きゅうり　にんにく いんげん豆　

大根サラダ　牛乳 ドレッシング　油 36.5 3.9

ご飯 牛乳　鮭メンチカツ（鮭） もやし　大根　小松菜　にんじん 米　じゃがいも　 768 25.9

12 月 鮭メンチカツ　小松菜のおひたし 豚肉　豆腐　味噌 長ねぎ　 こんにゃく　砂糖　油

豚汁　牛乳 21.9 2.6

コッペパン 牛乳　鶏肉　大豆 キャベツ　玉ねぎ　にんじん パン　マカロニ　 755 29.1

13 火 ベイクドエッグ　コールスロー ベイクドエッグ(卵　ﾍﾞｰｺﾝ) コーン ドレッシング　

マカロニクリーム煮　牛乳 生クリーム　スキムミルク 25.8 3.4

ちらし寿司 牛乳　鶏肉　鮭　卵 もやし　にんじん　長ねぎ 米　じゃがいも 909 33.5

14 水 鶏肉とじゃがいもの揚げ煮 油揚げ　高野豆腐　 枝豆　椎茸 かたくり粉　砂糖　油

もやしの味噌汁　牛乳 わかめ　味噌 25.5 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 898 41.0 ○からあげ　2個

15 木 鶏のからあげ　ぱりぱりサラダ ベーコン　大豆　チーズ きゅうり　パプリカ　ピーマン かたくり粉　ドレッシング

オレンジゼリー　牛乳 セロリ　しょうが　トマト　パセリ ゼリー　油 33.4 2.8

ご飯 牛乳　カマスフライ(カマス) 大根　ごぼう　にんじん　長ねぎ 米　こんにゃく　ごま 756 27.8

16 金 カマスフライ　きんぴら煮 鶏肉　ちくわ　豆腐　 いんげん　 砂糖　油

大根の味噌汁　牛乳 油揚げ　わかめ　味噌 19.1 2.6

ご飯 牛乳　さんま　鶏肉　卵 玉ねぎ　小松菜　にんじん 米　かたくり粉　砂糖 814 29.8 ○さんま　２本

19 月 さんまのかば焼き　ひじき炒め煮 豆腐　ちくわ　大豆　 長ねぎ　枝豆 油　

かきたま汁　牛乳 油揚げ　ひじき　 26.8 2.3

【共通ﾒﾆｭｰ】担々麺（ソフトめん） 牛乳　豚肉　ハム キャベツ　玉ねぎ　にんじん ソフトめん　ごま　油

20 火 キャベツとハムの中華和え　牛乳 【エビカツ（エビ）】 長ねぎ　しょうが　にんにく 【ゼリー　スイートポテト】

【ﾘｻﾞｰﾌﾞﾒﾆｭｰ】主菜　デザート 【肉団子（鶏肉　豚肉）】 【アセロラ　洋梨】

わかめごはん　 鮭　豚肉　豆腐　油揚げ キャベツ　もやし　玉ねぎ 米　 744 30.9 ★全員給食の日

21 水 焼き鮭　蒸し野菜のポン酢がけ わかめ　味噌 にんじん　長ねぎ　

豆腐の味噌汁　オレンジジュース 14.8 3.8

ロールパン 牛乳　クロケット（牛乳） キャベツ　にんじん　きゅうり パン　じゃがいも　 826 25.4 ★オランダ交流献立

22 木 クロケット(ｸﾘｰﾑｺﾛｯｹ)　ﾁｰｽﾞｻﾗﾀﾞ ウインナー　ベーコン 玉ねぎ　グリンピース　セロリ ドレッシング　油

エルテンスープ　牛乳 チーズ　 38.7 3.8

ご飯　さばの味噌煮 牛乳　さば　鶏肉　ハム 玉ねぎ　たけのこ　チンゲン菜 米　春雨　砂糖　油 808 32.1

26 月 チンゲン菜の炒め物 なると　味噌 にんじん　長ねぎ　コーン

春雨スープ　牛乳 しょうが　 22.6 3.8

あんかけ焼きそば 牛乳　たこ焼き（タコ　卵） キャベツ　もやし　玉ねぎ 皿うどん　マヨネーズ 784 25.5

27 火 たこ焼き　ツナのマヨネーズ和え 豚肉　ツナ　わかめ 小松菜　にんじん　きゅうり かたくり粉　砂糖　油

牛乳 きくらげ 40.0 4.1

肉味噌ひじき丼 牛乳　鶏肉　豚肉　ひじき 玉ねぎ　にんじん　大根　 米　じゃがいも　 991 39.3

28 水 鶏肉と野菜の甘酢あん 肉団子（鶏肉　豚肉） かぼちゃ　ごぼう　れんこん かたくり粉　砂糖　油

だんご汁　牛乳 高野豆腐　油揚げ　味噌 ピーマン　長ねぎ　しょうが 29.1 2.5

フォカッチャ　はちみつ＆ﾏｰｶﾞﾘﾝ 牛乳　豚肉　卵　ベーコン もやし　キャベツ　玉ねぎ フォカッチャ　パン粉 777 34.3

29 木 手作りメンチ　いそ和え チーズ　 にんじん　パセリ 小麦粉　はちみつ

イタリアンスープ　牛乳 マーガリン　砂糖　油 37.3 3.3

ご飯 牛乳　鶏肉　油揚げ　 もやし　大根　白菜　にんじん 米　小麦粉　ごま 810 32.4

30 金 鶏のピリ辛焼き　ごま和え ほうれん草　ごぼう　長ねぎ 砂糖　油

すいとん汁　牛乳 しょうが　にんにく 22.0 1.9

※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。

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

23 金 　　＜　　勤労感謝の日　　＞

☆3年二学期中間テスト
の為給食ありません

★3年二学期中間テスト

6

8

★かながわ産品学校給
食week［～16(金)］

ﾘｻﾞｰﾌﾞⅠ【主菜】①エビカツ　②照り焼き
肉団子　ﾘｻﾞｰﾌﾞⅡ【デザート】　①アセロ
ラゼリー　②スイートポテト　③洋梨

○たこ焼き　３個

☆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

11/12(月)～16(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 ≫
1･2年生…29日(木) 3年生…1日（木)
※中間テストの為、昼頃下校になります。

≪ 給食のない日をご確認ください！ ≫


