
予 定 献 立 表
船橋市立前原中学校 ○牛乳は毎日つきます

ｴﾈﾙｷﾞｰ ﾀﾝﾊﾟｸ質 脂肪 食塩相当量 ｴﾈﾙｷﾞｰ ﾀﾝﾊﾟｸ質 脂肪 食塩相当量

(Kcal) （ｇ） （％） （ｇ） (Kcal) （ｇ） （％） （ｇ）

1

(木) 833 30.1 25.8 2.6 851 35.4 30.2 3.0

2

(金) 896 32.1 25.3 2.5 871 38.3 25.0 2.5

6

(火) 832 31.2 26.4 2.6 花みかん 838 41.4 30.1 3.3

7

(水) 839 32.1 28.0 2.6 865 34.1 30.1 3.0

8

(木) 841 30.0 23.1 2.6 881 34.1 29.5 3.3

9

(金) 837 31.5 22.5 2.4 831 35.4 28.6 3.3

12

(月) 839 33.7 28.5 2.6 871 39.6 30.1 3.2

13

(火) 873 29.5 26.7 2.6 841 33.3 22.0 2.9

14

(水) 花みかん 833 30.7 25.1 2.3 862 37.5 30.0 3.1

15

(木) 854 34.3 23.4 2.6 892 32.1 24.0 3.0

16

(金) 869 34.1 22.6 2.6 852 31.4 30.2 3.1

19

(月) 870 29.8 29.4 2.6 837 37.0 30.4 3.3

20

(火) 890 35.7 30.6 2.6 845 37.4 30.1 3.2

21

(水) 886 35.9 20.9 2.6 831 36.4 30.4 2.8

22

(木) 859 32.2 27.6 2.6 877 34.6 30.9 2.9

　○献立表をよく見て選び、選択欄に記入しましょう。

　＊今月の船橋産の旬の食材は、「大根」「ねぎ」「ブロッコリー」です。

　★　12月分のマークシートの締め切りは、9月28日（水）朝の会終了までです。

　★　12月分の給食費の引き落としは、10月31日(月)になります。残高の確認をお願いいたします。

　　みそ汁（1年3位、2・3年1位）は繰り返し取り入れているので備考欄への記載はありません。

わかめごはん：2年2位
豚汁：
　　1年1位、2年2位
揚げパン：1.2.3年1位

麦ごはん  鶏つくねの照り焼き  大根のピリ辛あえ
玉葱とじゃが芋のみそ汁  花みかん

カレーうどん  ししゃもの唐揚げ  豆と栗の蒸パン  おかかあえ
オレンジ

A:船橋産の旬の食材
を食べて知る日

「大根」

ごはん  白身魚とじゃが芋の揚げ煮  青海苔バター大豆
磯香あえ　のっぺい汁  オレンジ

キャロットパン  ミートローフ  かぶのサラダ  トマトスープ
キウイフルーツ

ワカメごはん   豚肉の和風ステーキ  千草あえ  豚汁   花みかん きなこ揚げパン   コーンサラダ  ポークビーンズ
キウイフルーツ

ごはん  レバーのケチャップあえ  生揚げのみそ炒め
ホンビノス貝とねぎのスープ   りんご

食パン  イチゴジャム  鮭のみそマヨネーズ焼  ポテトサラダ
キャベツとベーコンのスープ　みかん

A:船橋産の旬の食材
を食べて知る日

「ねぎ」

ごはん  豆腐の真砂揚げ  じゃが芋のうま煮  ごまあえ
けんちん汁  オレンジ

炒めそば野菜あんかけ  茶巾絞り  茎わかめのあえ物
ヨーグルト

ごはん  ポテトコロッケ  五目煮豆  きゅうりの土佐あえ
大根と青菜のみそ汁  花みかん

ソフト麺ミートソース  バターポテト
シーフードと大根のサラダ   オレンジ

B:船橋産の旬の食材
を食べて知る日

「大根」

ビビンバ  チャーシューナムル  卵スープ  杏仁豆腐 コッペパン  はちみつ  スパイシービーンズ
白身魚のパン粉焼き  青菜と海苔のサラダ  肉団子スープ

備　考選択

切干大根ごはん  わかさぎの唐揚げ  茎わかめのあえ物
具だくさんみそ汁  オレンジゼリー

ポテトサラダサンド  オムレツのきのこソース  ミニトマト
豆腐と白菜のスープ  みかん

令和４年 １２月
日付 Ａ献立 Ｂ献立

麦ごはん  厚焼き卵甘酢あんかけ  蓮根の金平
ブロッコリーのおかかあえ   わかめとえのきのみそ汁

さつまいもパン  鯖のねぎソースがけ  小松菜の五目炒め
ワンタンスープ  りんご

船橋産の旬の食材を
食べて知る日

A:「ブロッコリー」
B:「ねぎ」

麦ごはん  焼きししゃも  二色お浸し  切干大根と昆布の煮物
根菜の胡麻キムチ汁  ぶどうゼリー

ミルクロール  レバーとポテトのレモンソース
ツナとわかめのサラダ　春雨スープ  フルーツポンチ

ゼリー：
　　1年2位、2年3位
フルーツポンチ：
　　　　　1.2.3年1位

ごはん  鮭のごまたれかけ  肉じゃが
わかめときゅうりの酢の物　大根と青菜のみそ汁  オレンジ

ツナサンド  芋のベーコンチーズ焼き  ごまドレッシングサラダ
カレーヌードルスープ  バナナ

 クリスマス献立
　　B:船橋産食材

　　「ブロッコリー」
ケーキ：3年3位
照り焼きチキン：
　　　　3年3位

麦ごはん  いかの香味揚げ  筑前煮  納豆あえ
かぼちゃと青菜のみそ汁  花みかん

ハチミツパン  豆腐のピザ焼き  じゃこ入り海藻サラダ
かぼちゃのポタージュ  パイナップル 冬至献立

ごはん  鶏肉のから揚げ   じゃが芋の甘みそ絡め  三色ナムル
青梗菜と玉葱のみそ汁  オレンジ

コッペパン  チョコレートクリーム  ハンバーグ
ひじきのサラダ  ミニトマト  白菜とベーコンのスープ  りんご から揚げ：1.2.3年1位

ハンバーグ：1.2年3位

ごはん  ぶりの照焼き  茎わかめの五色あえ
にらともやしのみそ汁  きなこ白玉

ブランコッペパン  ししゃもフライ  焼肉サラダ
豆乳コーンスープ  オレンジ

　＊今月は給食委員会のアンケートで上位の料理を取り入れています。なお、ごはん（1年3位）、

　○感染状況等により、提供方法が変更になる可能性がありますが、ご了承ください。

　○都合により食材料を変更する場合がありますが、あらかじめご了承ください。

ドライカレー  野菜スープ  シーフードサラダ  チーズケーキ チョコパン  照り焼きチキン  ブロッコリーサラダ
ミネストローネスープ  オレンジ


