
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）

10

(火) 831 32.0 22.6 2.6 840 31.0 30.1 3.2

12

(木) 831 31.1 23.6 2.6 877 32.5 30.2 3.1

13

(金) 840 34.6 25.9 2.6 855 31.7 29.9 3.3

16

(月) 886 29.8 23.6 2.5 844 33.3 30.4 3.1

17

(火) 880 34.1 26.8 2.8 845 30.4 28.7 3.5

18

(水) 830 29.1 21.4 2.4 830 35.4 30.9 3.4

19

(木) 855 30.1 25.1 2.6 835 29.8 28.6 3.4

20

(金) 836 32.1 22.5 2.8 834 33.5 25.3 3.3

23

(月) 837 27.5 22.4 2.7 837 34.2 30.5 3.3

24

(火) 初めての給食 846 37.1 21.1 2.4 昭和30年頃の給食 848 35.5 30.4 3.1

25

(水) 昭和50年頃の給食 873 32.8 26.8 2.8 昭和40年頃の給食 843 35.4 24.7 2.2

26

(木) 千葉県の特産物を使った献立 833 34.5 26.0 2.6 千葉県の特産物を使った献立 863 32.9 31.2 3.1

27

(金) 友好都市中国西安市 892 30.4 26.3 2.4 姉妹都市アメリカヘイワード市 844 31.8 31.0 3.3

30

(月) 千葉県の特産物を使った献立 843 36.1 26.9 2.9 姉妹都市デンマークオーデンセ市 854 37.8 31.3 3.5

31

(火) 877 35.8 29.1 2.9 836 34.0 31.1 3

　○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、「小松菜」「ねぎ」「ほうれん草」です。

　★　1月分のマークシートの締め切りは、10月28日（金）朝の会終了までです。

　★　1月分の給食費の引き落としは、11月30日(水)になります。残高の確認をお願いいたします。

　＊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。

チャーハン  揚げぎょうざ   中華あえ  わかめとねぎのスープ
オレンジ

ソース焼きそば   青のり大豆  じゃがバター  ごぼうサラダ
みかん

ポークカレーライス  ハムとチーズのつつみ焼き  コーンサラダ
いちご

ソフト麺ミートソース  ツナとわかめのサラダ  ヨーグルトあえ 全国学校
給食週間

（24～30日）

A:船橋産の旬の食材
を食べて知る日

「ねぎ」
ぎょうざ：1.2.3年2位
焼きそば：1.3年2位

　　　　2年3位

ホンビノス貝と大根のごはん  いわしの南蛮漬け
小松菜の磯香あえ   豚汁  みかん

コッペパン  ミートボールデミグラスソース  マッシュポテト
パスタとチーズのサラダ  野菜スープ  りんご

A:船橋産の旬の食材
を食べて知る日

「小松菜」

菜の花ごはん  さんが焼き  辛子あえ  大根と青菜のみそ汁
みかん

ハチミツパン  レバーの大和あえ  コーンサラダ
人参ポタージュ  りんご

ごはん  四川豆腐  さつまいものごまだんご  白菜の中華風あえ
パイナップル

セサミトースト  ポークビーンズ  ツナサラダ  オレンジ

麦ごはん  海苔佃煮  レバーとポテトのレモンソース
れんこんの金平　大根ナムル  なめこ汁  りんご

ミルクパン  豆のミートグラタン  粉ふき芋
きのことほうれん草のスパゲティソテー
白菜とコーンのスープ  オレンジ

B:船橋産の旬の食材
を食べて知る日
「ほうれん草」

ごはん  味付けのり  鮭の塩焼き  ほうれん草のおひたし
きりたんぽ汁  みかん

コッペパン  イチゴジャム  クジラとレバーケチャプあえ
グリーンサラダ  コーンシチュー  いちご

A:船橋産の旬の食材
を食べて知る日
「ほうれん草」

令和５年 １月
日付 Ａ献立 Ｂ献立 備　考選択

青大豆ごはん  豚肉と大根の旨煮  白玉雑煮  みかん
食パン  ブルーベリージャム  スペイン風オムレツ
お好みチップス  白玉スープ  キウイフルーツ 鏡開き献立

（11日）

麦ごはん  ししゃもの唐揚げ  納豆あえ  あとひきお煮しめ
わかめとえのきのみそ汁  花みかん

コッペパン  チョコレートクリーム  さつまいものおやき
小松菜とえのきのおひたし   ミニトマト  カレー麻婆  いよかん

B:船橋産の旬の食材
を食べて知る日

「小松菜」

麦ごはん  じゃことごまの佃煮風  のりまき厚あげ  三色ナムル
けんちん汁  オレンジ

ミルクパン  いかとポテトのチリソース  もやしのごま酢あえ
中華風スープ  花みかん

　　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。

パエリア風ピラフ  ミモザサラダ  ポテトクリームシチュー
いよかん

ほうとう  わかさぎの更紗揚げ  茎わかめの五色あえ
栗むしパン  みかん 3年なし

麦ごはん  わかさぎのごまチーズフライ  おかかあえ  道産子汁
花みかん

ピザドック  ブロッコリーのサラダ  豆乳コーンスープ
パイナップル 3年なし

麦ごはん  レバーとじゃがいもの揚げ煮  彩りきんぴら
根菜のごまキムチ汁  オレンジ

食パン  キャラメルクリーム  豆腐のピザ焼き
ポテトサラダ(マヨネーズ味)  ミニトマト  レンズ豆のスープ
いちご

赤飯　チキンの照り煮  ごまあえ  沢煮わん
デコレーションプリン

ココア揚パン  ポテトのどらやき  春雨サラダ
洋風おでん（カレー味）  ヨーグルト 創立記念日献立

ドライカレー  じゃがいものチーズ焼き  千切りスープ
ヨーグルト

ハチミツパン  白身魚とポテトの揚げ煮
小松菜と油揚げのおひたし  ミニトマト  卵スープ
フルーツポンチ


