
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　鮭　豚肉　鶏肉 玉ねぎ　白菜　大根　にんじん 米　さつまいも　 780 34.9

焼き鮭　豚肉とゴボウの炒め煮 さつま揚げ　高野豆腐 ごぼう　長ねぎ　椎茸 こんにゃく　砂糖　油

さつま汁　牛乳 味噌 20.0 2.6

食パン　チョコクリーム 牛乳　メルルーサ　ハム 大根　白菜　玉ねぎ　もやし パン　チョコクリーム 807 33.0

火 白身魚のフライ　マカロニサラダ 鶏肉　卵　 きゅうり　にんじん　コーン マカロニ　小麦粉　パン粉

とろとろスープ　牛乳 ﾏﾖﾈｰｽﾞ　かたくり粉　油 30.2 4.1

足柄まさカリー 牛乳　豚肉　牛肉　ハム 玉ねぎ　大根　ごぼう　きゅうり 米　押麦　じゃがいも　 892 26.1

5 水 かぼちゃひき肉サンド ひき肉サンド（豚肉） にんじん　りんご　しょうが ドレッシング　油

大根サラダ　牛乳 スキムミルク 27.2 3.6

味噌バターラーメン 牛乳　鶏肉　豚肉　味噌 もやし　キャベツ　チンゲン菜 中華麺　ごま　バター 890 36.7 ★生徒考案献立(第1弾)

6 木 鶏のゴマ照り焼き　 プリン にんじん　長ねぎ　メンマ

蒸し野菜ポン酢がけ　ﾌﾟﾘﾝ　牛乳 コーン 32.7 5.1

ご飯　 牛乳　アジフライ（アジ） 白菜　大根　もやし　にんじん 米　さといも　こんにゃく 802 30.2

7 アジフライ　白菜のゴマ味噌和え 高野豆腐　味噌 ごぼう　長ねぎ ごま　砂糖　油

お事汁　牛乳 18.0 2.8

ご飯　 ジョア　かつお　鶏肉　 大根　にんじん　長ねぎ 米　じゃがいも　こんにゃく 785 37.4

10 かつおの揚げ煮　ひじき炒め煮 豚肉　ちくわ　豆腐　ひじき しょうが　枝豆 かたくり粉　砂糖　油

豚汁　ジョア（プレーン） 大豆　油揚げ　味噌 13.5 2.7

ソフトめんカレー汁 牛乳　ちくわ　鶏肉　豚肉 もやし　玉ねぎ　にんじん ソフトめん　じゃがいも 881 36.2 ○ちくわ　2本

11 火 ちくわの磯部揚げ　 油揚げ　卵　あおのり 小松菜　長ねぎ 小麦粉　かたくり粉　砂糖

小松菜の煮浸し　牛乳 油 24.8 3.4

ご飯 牛乳　豚肉　わかめ　のり 玉ねぎ　もやし　キャベツ 米　ごま　かたくり粉 759 27.2

12 水 韓国風焼肉　チョレギサラダ にんじん　きゅうり　長ねぎ 砂糖　油

わかめスープ　牛乳 葉ねぎ　椎茸　にんにく 23.8 4.0

コッペパン　 牛乳　豚肉　鶏肉　 玉ねぎ　キャベツ　にんじん パン　ワンタン皮　ﾋﾖｺ豆 812 35.1 ○からあげ　2個

13 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　 ｲﾝｹﾞﾝ豆　ｴﾝﾄﾞｳ豆

ビーンズシチュー　牛乳 マッシュルーム　しょうが かたくり粉　油 36.2 4.1

ご飯 牛乳　さわら　鶏肉　ちくわ ごぼう　玉ねぎ　にんじん　 米　じゃがいも　こんにゃく 761 32.0

14 さわらゆず味噌がけ　きんぴら煮 油揚げ　わかめ　味噌 長ねぎ　いんげん　ゆず ごま　砂糖　油　

じゃがいもの味噌汁　牛乳 18.2 2.7

ご飯　ブリのおろし煮 牛乳　ブリ　厚揚げ　豚肉 玉ねぎ　キャベツ　にんじん 米　かたくり粉　砂糖　油 962 38.6

17 厚揚げと豚肉の味噌炒め 卵　味噌 小松菜　大根　ピーマン　

卵と小松菜のスープ　牛乳 葉ねぎ　しいたけ　しょうが 36.9 2.5

【共通ﾒﾆｭｰ】ハンバーグ ハンバーグ（鶏肉　豚肉） 玉ねぎ　キャベツ　かぼちゃ パン　じゃがいも　砂糖　　

18 火 かぼちゃのサラダ　ポトフ ウインナー　ベーコン カブ　にんじん　 さつまいも　ﾏﾖﾈｰｽﾞ　油

【ﾘｻﾞｰﾌﾞﾒﾆｭｰ】主食　飲み物 【きなこ　牛乳】 【りんご】 【パン　ﾌｫｶｯﾁｬ　ﾊﾁﾐﾂ】

わかめごはん 牛乳　豚肉　鶏肉　厚揚げ 米　こんにゃく　うどん 951 27.0

19 豚肉のチャプチェ　開運汁 わかめ　昆布　味噌 春雨　ゼリー　砂糖　油

レモンソーダゼリー　牛乳 28.5 3.6

ロールパン　 牛乳　鶏肉　ベーコン 玉ねぎ　キャベツ　もやし パン　マカロニ　 827 28.4 ★生徒考案献立(第2弾)

20 ﾁｷﾝﾏｶﾛﾆｸﾞﾗﾀﾝ　ｼｰｻﾞｰｻﾗﾀﾞ チーズ　おから にんじん　きゅうり　小松菜 ドレッシング　油 ★クリスマス献立

ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ　ｸﾘｽﾏｽﾁｮｺｹｰｷ　牛乳 かぼちゃ　ブロッコリー 39.3 3.7

※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。

　　かながわ産品学校給食week（12/3～12/7）
給食における、神奈川県産品食材の利用を進めています。日々どんな県産食材が使われているか、配膳室前に掲示します！

　　白衣回収のお知らせ
冬季休業に入る前に、給食用白衣を回収します。

持ち帰り・洗濯等、ご協力をよろしくお願いいたします。

　・白衣の着用は14日(金)までです。

　　14日(金)に持ち帰り・洗濯し、19日(水)までに必ず持ってきてください。

　・17日(月)～20日(木)に給食当番の人は、エプロン･三角巾を持参してください。

木

21 金 　　＜　　全校集会　・　大掃除　　＞

金

月

★白衣回収開始
[～19(水)]

ﾘｻﾞｰﾌﾞⅠ【主食】①きなこ揚げパン　②
ﾌｫｶｯﾁｬ、ﾊﾁﾐﾂ&ﾏｰｶﾞﾘﾝ　ﾘｻﾞｰﾌﾞⅡ【飲み
物】　①牛乳　②ﾐﾙｸﾃｨｰ　③ｶﾙﾋﾟｽ　④ﾘ
ﾝｺﾞｼﾞｭｰｽ

水

玉ねぎ　大根　白菜　かぼちゃ
にんじん　ﾁﾝｹﾞﾝ菜　ﾚﾝｺﾝ
ほうれん草　ﾋﾟｰﾏﾝ　ﾊﾟﾌﾟﾘｶ
ｴﾘﾝｷﾞ　しょうが　にんにく

3 月
★かながわ産品学校給
食week［～7(金)］

4

金

月

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

13 14 15 16 17 18 19 20
(木) (金) (土) (日) (月) (火) (水) (木)

白衣着用

白衣回収

ｴﾌﾟﾛﾝ持参

休日
【洗濯】

日

＊2年生＊

給食室で職場体験学習を行いました！
10/30(火)、31(水)の２日間、台中の給食室にて２年生が職場体

験を行いました。野菜を切ったり、釜をかき混ぜたり、さらに献立

作成も行いました。12・1月の献立に登場します。お楽しみに!!

（詳細は給食掲示板でお知らせします）

第１弾 …12月６日(木)

【２年４組 さん考案】

第２弾 …12月20日(木)

【２年４組 さん考案】

第３弾 …1月（予定）

【２年４組 さん考案】


