
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) 

鮭ごはん 牛乳　鮭　油揚げ もやし　大根　白菜　にんじん 米　白玉　ごま　砂糖 787 33.2 ○シューマイ　3個

9 水 シューマイ　ごま和え シューマイ（豚肉　鶏肉） ほうれん草　水菜　カブ　せり

七草汁　牛乳 味噌 三つ葉　椎茸 19.1 3.4

コッペパン 牛乳　鶏肉　スキムミルク キャベツ　玉ねぎ　にんじん パン　じゃがいも 862 33.4

10 木 サーモンタルタルフライ ｻｰﾓﾝﾌﾗｲ（鮭　卵　大豆） 小松菜　ブロッコリー　アスパラ ドレッシング　ひよこ豆

かんかんサラダ　シチュー　牛乳 コーン　かんぴょう　切干大根 油 32.5 3.7

ご飯　 牛乳　さば　豆腐　のり もやし　大根　ほうれん草 米　さといも　かたくり粉 860 35.1 ★中学3校統一献立

11 さばのゴールデンソース　磯和え 味噌 にんじん　こんにゃく　ごぼう 砂糖　油 　（岡本中Ver.）

けんちん汁　牛乳 長ねぎ　椎茸　しょうが 28.0 3.2

醤油ラーメン　 牛乳　餃子（豚肉　鶏肉） もやし　キャベツ　小松菜 中華麺　ごま　砂糖 745 27.4 ○揚げ餃子　3個

15 火 揚げ餃子　チョレギサラダ 豚肉　のり 長ねぎ　にんじん　きゅうり 油

みかん　牛乳 みかん　メンマ 20.2 4.1

ご飯　韓国のり 牛乳　豚肉　豆腐　油揚げ キャベツ　白菜　玉ねぎ 米　かたくり粉　油 869 30.8 ★全員給食の日

16 水 豚のしょうが焼き　刻みづけ のり　わかめ　かつお節 にんじん　きゅうり　たくあん

白菜の味噌汁　牛乳 味噌 長ねぎ　しょうが　にんにく 34.9 2.7

ツナごぼうトースト 牛乳　豚肉　ツナ　チーズ キャベツ　玉ねぎ　もやし パン　マカロニ　 919 38.8 ○イカリング　3個

17 木 イカリング　蒸し野菜のポン酢がけ イカリング（イカ　大豆） にんじん　ごぼう　トマト　セロリ マヨネーズ　油

ミネストローネ　牛乳 38.8 4.7

肉どんぶり　 牛乳　豚肉　鶏肉　豆腐 玉ねぎ　もやし　白菜 米　さつまいも　 866 30.8 ☆3年二学期期末ﾃｽﾄ

18 野菜チップス　わかめスープ なると　わかめ　 にんじん　しらたき　れんこん じゃがいも　砂糖　油 ★中学3校統一献立

手作り紅茶ゼリー　牛乳 ごぼう　長ねぎ　椎茸 20.4 2.5 　（南足柄中Ver.）

わかめごはん 牛乳　かつお　鶏肉 もやし　キャベツ　れんこん　 米　春雨　さつまいも 835 32.1

21 薩長同盟揚げ　おかか和え なると　わかめ　かつお節 たけのこ　にんじん　長ねぎ かたくり粉　砂糖　油

春雨スープ　牛乳 しょうが 15.2 4.5

ソフトめんちゃんぽん風 牛乳　鶏肉　豚肉 白菜　もやし　キャベツ ソフトめん　白玉だんご 885 38.7

22 火 鶏照り焼き　白菜のゴマ味噌和え さつま揚げ　なると　味噌 玉ねぎ　にんじん　きくらげ あずき　砂糖　

白玉あずき　牛乳 23.5 3.1

根野菜カレーライス 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 944 29.4 ○ウインナー　2本

水 ボイルウインナー ハム　大豆ミート　 きゅうり　れんこん　ごぼう さつまいも　ドレッシング

大根サラダ　牛乳 スキムミルク　 にんにく 油 36.4 3.7

ぶどうパン 牛乳　鮭　ウインナー 玉ねぎ　キャベツ　にんじん パン　じゃがいも　 711 31.4

24 木 鮭のマヨチーズ焼き　フライドポテト チーズ コーン　グリンピース　パセリ マカロニ　油

ABCスープ　牛乳 レーズン 24.9 3.0

ご飯　揚げささみのレモン煮 牛乳　鶏肉　ベーコン　卵 キャベツ　玉ねぎ　にんじん 米　ドレッシング　 836 38.0 ★中学3校統一献立

25 金 チーズサラダ 大豆ミート　チーズ きゅうり　コーン　レモン かたくり粉　砂糖　油 　（足柄台中Ver.）

とうもろこしのスープ　牛乳 パセリ 21.4 3.2

ご飯　 牛乳　豚肉　鶏肉　卵 キャベツ　もやし　玉ねぎ　 米　ドレッシング　 796 30.8

28 月 じゃがバーグ　コールスロー おから　油揚げ　わかめ にんじん　コーン　長ねぎ じゃがいも　パン粉

キャベツの味噌汁　牛乳 味噌 砂糖　油 22.5 2.5

【共通ﾒﾆｭｰ】米粉ロールパン 鶏肉　牛乳　生クリーム 玉ねぎ　にんじん　コーン パン　油

29 火 コーンスープ　 【肉団子（鶏肉　豚肉）】　 グリンピース 【マヨネーズ　パン粉】

【選択ﾒﾆｭｰ】主菜&副菜　飲み物 【ﾍﾞｽﾄｻﾝﾄﾞ（ﾊﾑ　ﾁｰｽﾞ）】 【ごぼう　ブロッコリー　きゅうり】

ご飯 牛乳　さば　鶏肉　豆腐 白菜　玉ねぎ　にんじん 米　しらたき　砂糖　油 891 43.4

30 さばの味噌煮　ひじき炒め煮 豚肉　油揚げ　大豆　 長ねぎ　枝豆　しょうが

すき焼き煮　牛乳 ちくわ　ひじき　味噌 29.6 3.1

鮭のクリームスパゲッティ 牛乳　鶏肉　鮭　ベーコン キャベツ　玉ねぎ　小松菜 スパゲッティ　ゼリー 878 34.9 ○からあげ　2個

31 鶏のからあげ　ぱりぱりサラダ きゅうり　パプリカ　しょうが ワンタン皮　ドレッシング

レモンソーダゼリー　牛乳 マッシュルーム　しめじ　ﾆﾝﾆｸ かたくり粉　バター　油 34.2 2.7

　※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。

　　　あけましておめでとうございます
201９年も、安全・安心でおいしい給食作りに取り組んでいきますので、どうぞよろしくお願いします。

　　　全国学校給食週間＆生徒考案献立&統一献立
1月24日～30日は全国学校給食週間です。学校給食の意義や役割について学んだり、

 2年生が職場体験の一環でたてた献立が登場したりします。また、普段は各学校で異なる

 献立の給食を食べていますが、市内中学校3校で統一献立となる企画もあります。お楽しみに！

水

木

金

月

23

★全国学校給食週間
　　　　　　　（～30日）

☆3年公立高校出願の
為給食ありません
★生徒考案献立(第3
弾)

【Ⅰ主菜&副菜】①きんぴら肉団子&ﾌﾞﾛｯ
ｺﾘｰおかか和え　②ﾊﾑﾁｰｽﾞはさみ揚げ&
ﾏｶﾛﾆｻﾗﾀﾞ　　【Ⅱ飲み物】①牛乳②ｺｰﾋｰ
牛乳(ﾐﾙﾒｰｸ)③ﾐﾙｸﾃｨｰ④ｼﾞｮｱ

8 火 　　＜　　全校集会　　＞

金

14 月 　　＜　　成人の日　　＞

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

○市内中学校統一献立○
第1弾 岡本中献立（1/11）

第2弾 南足柄中献立（1/18）

第3弾 足柄台中献立（1/25）

○生徒考案献立○※1・2弾12月実施済

第3弾 中島一稀さん考案（1/28）


