
予 定 献 立 表
船橋市立高根中学校 ○牛乳は毎日つきます

ｴﾈﾙｷﾞｰ ﾀﾝﾊﾟｸ質 脂肪 ｴﾈﾙｷﾞｰ ﾀﾝﾊﾟｸ質 脂肪

(Kcal) （ｇ） （％） (Kcal) （ｇ） （％）

1

(月) 863 35.2 21.7 823 31.3 30.5

2

(火) 839 31.4 29.4 821 36.7 32.4

8

(月) 820 32.2 26.1 878 31.5 34

9

(火) 823 30.4 24.9 856 35.8 28

10

(水) 877 31.6 25.2 845 36.1 34.9

11

(木) 865 32.8 24.6 841 34 28.3

12

(金) 826 31.2 24.6 820 35.1 37.6

15

(月) 832 35.1 21.3 822 34.3 32

16

(火) 829 31.5 26.2 830 32.9 32.5

18

(木) 820 36.1 22.8 847 31.5 33.5

19

(金) 859 30.6 20.6 836 33.8 27.8

22

(月) 874 32.3 23.9 851 36.2 33.1

23

(火) 875 36.9 25.1 828 31.8 31.2

24

(水) 821 32.3 28.8 851 32 26.4

25

(木) 841 35.8 27.5 862 33.9 31.4

26

(金) 871 32.1 24.3 825 35.4 34.8

29

(月) 873 36.5 30.5 836 34.6 34.4

30

(火) 820 33.7 28.3 854 34.1 33.2

31

(水) 866 31.3 23.8 835 36.3 29.6

＊献立表の中の★印はえび、※印は卵を使った献立です

５月分の申込票の締め切りは２月２８日（火）です。

５月分の給食費の口座引き落としは３月３１日（金）です。

＊給食の献立を選択する時に

　食物アレルギーある方は、

　担任に申し出てください。

　詳細な献立をお渡しします。 　　　　　　　　

＊給食のない日　　　１７日　　千教研

ごはん  鶏と野菜の揚げ煮  青菜の胡麻マヨネーズ
八宝みそ汁　フルーツゼリー

タンメン  ※花シューマイ  茎わかめのサラダ
アーモンドじゃこ　グレープフルーツ　ｶﾙｼｳﾑ471mg

３年生修学旅行
給食なし

昆布ごはん  鮭のごま衣揚げ
おひたし  道産子汁  オレンジ　ｶﾙｼｳﾑ501mg&鉄4.5mg

ハチミツパン  ★シーフードグラタン  大根サラダ
野菜スープ　グレープフルーツ 魚を食べよう

いなり寿司  豆腐の味噌ダレ焼き  カルシウム544mg&鉄4.8mg
えのきの煮びたし　※卵スープ　河内晩柑（かわちばんかん）

ピーナッツ揚パン  豚肉と大豆のトマト煮
アスパラサラダ(ﾏﾖﾈｰｽﾞ)　オレンジ　鉄4.2mg&食物繊維9.5g ３年生修学旅行

給食なし

※中華風かに雑炊  ※鶏団子の甘酢あんかけ
小松菜のナムル　　フルーツ白玉ポンチ

　　　　じゃこと小松菜のパスタ  色々豆のマヨネーズ焼き
　　　　　　　　　　　※卵とコーンのスープ　オレンジ

船橋食材を食べて
学ぶ日「小松菜」
２年生給食なし

梅ごはん  ※厚焼き卵  磯香和え ぶどう豆
豚汁　オレンジ　ｶﾙｼｳﾑ472mg&鉄5.5mg

フィッシュバーガー  ※シルバーサラダ(ﾏﾖﾈｰｽﾞ)

ベイクドポテト　豆腐と白菜のスープ  河内晩柑

キャロットライス  ※チキンピカタ  アスパラソテー
豆と野菜のスープ  ヨーグルトゼリー

コッペパン  リンゴジャム  ※豆腐のナゲットｶﾚｰｿｰｽ
わかめとコーンサラダ  春雨スープ  キウイ

　　　　　　主食をきちん
　　　　　と食べよう

1年生校外学習
給食なし

もち玄米入りごはん  ※鮭のﾎﾟﾃﾄ味噌マヨネーズ焼
からし和え　ひじきの五目煮  お吸い物  オレンジ　鉄5.7mg

ブドウパン  ※★八宝菜  アーモンド大学いも
わかめスープ　オレンジ 海藻を食べよう

麦ごはん  たらと芋の大和あえ  キャベツのレモン和え
根菜のごまキムチ汁  りんごゼリー

黒糖食パン  はちみつ ※ いわしのハンバーグ  ベジタブルソテー
ジュリエンヌスープ  パインアップル 毎月１９日は

「食育の日」

麦ごはん  四川豆腐  春雨ナムル  きんちゃく揚げ
パインアップル　食物繊維8g

キャロットパン  ※ししゃもパン粉焼きﾄﾏﾄｿｰｽ
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰとｺｰﾝのｿﾃｰ　　きゃべつのクリーム煮  オレンジ

　　　　　　　　　よくかむ
　　　　　　　献立

鶏ごぼうごはん  ししゃものさらさ揚げ
パリパリ漬け　沢煮わん　抹茶ミルクゼリー

※エッグコーンホットサンド  海藻サラダ
かぶのカレークリームシチュー　　キウイ 野菜も残さず

食べよう

麦ごはん  鯖のみそ煮  骨太納豆和え 鉄4.7mg&食物繊維7.7g
茎わかめのきんぴら　そうめん汁  オレンジ

ミルクロール  豆腐のチリソース  韓国風わかめサラダ
ハムと青菜のスープ  パインアップル 海藻を食べよう

　　＊都合により食材料を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

平成２９年５月
日付 Ａ献立

ごはん  かつおの揚げびたし  もやしとコーンのごまあえ
じゃが芋のそぼろ煮  めかぶのみそ汁  オレンジ 　鉄4.4mg

ミルクロール  ハヤシシチュー  ★シーフードサラダ
ミニトマト　　パインアップル

　　　　１年生給食
　　　　　　♪スタート♪

★ｲﾝﾃﾞｨｱﾝﾗｲｽﾎﾜｲﾄｿｰｽかけ  ※ブロッコリーたらこｿｰｽ(ﾏﾖﾈｰｽﾞ）
具だくさんトマトスープ  オレンジ　ﾋﾞﾀﾐﾝC70mg

オレンジクリームサンド  鮭のムニエル  ﾋﾞﾀﾐﾝC92mg
マセドニアポテトサラダ　わかめと野菜のスープ  キウイ ビタミンCをとろう

あさりごはん  ※つくね・おろしｿｰｽ  きゅうりの土佐和え
小松菜のみそ汁  甘夏みかん　鉄5.1mg

ハチミツパン  生あげの中華煮  さつまいものごまだんご
※くきわかめバンサンスー  オレンジ　ｶﾙｼｳﾑ570mg

　　　　　　　　　よくかむ
　　　　　　　献立

麦ごはん  鰆のごまみそあんかけ  千草あえ
たけのこの土佐煮　お吸い物  オレンジ

ブドウパン  ※卵のココット  粉ふき芋  ★山海サラダ
野菜たっぷりスープ　パインアップル　食物繊維8.1g

献立のめあて・行事等Ｂ献立

　　　　　　主食をきちん
　　　　　と食べよう

プルコギ丼  大豆いもっぴー
※わかめと卵のスープ  オレンジ

ポテトサラダサンド(ﾏﾖﾈｰｽﾞ)  かれいのカレーマリネ
小松菜のソテー　レンズ豆とトマトのスープ  河内晩柑 豆を食べよう

山菜おこわ  ※具だくさん卵焼き  ごまあえ  じゃがバター
あさりの味噌汁  河内晩柑（かわちばんかん）　鉄6.3mg

ハチミツパン  レバーと芋ケチャップあえ  フレンチサラダ
具だくさんスープ  ナタデココゼリー　鉄8mg

鉄分たっぷり
貧血予防献立

グリンピースごはん  かつおのからししょうゆかけ  鉄5mg
ごま酢あえ　新じゃがのうま煮  きゃべつのみそ汁  オレンジ

※たまごとじうどん  鯖の一夜干し  和風みそサラダ
大豆の磯煮　　白玉団子かぼちゃあん　鉄5.8mg 　　よくかんで

　　食べよう

もち玄米入りごはん  ツナとコーンの揚げ餃子
わかめときゅうりの酢の物　豆腐のカレー煮　キウイ

鉄分たっぷり
貧血予防献立

食パン  ブルーベリージャム  ※小松菜のキッシュ
ひじきとツナのサラダ　　ＡＢＣスープ  オレンジ　鉄4.3mg

マークシートの記入について

①氏名を確認する。 ＊マークを２か所付け

②汚さない・折らない。 ないよう注意。

③ＨＢのえんぴつを使う。

④記入日を入れる。

⑤給食を注文しない日は「なし」をマーク

⑥記入はていねいにする。

船橋では

５月２７日を

「小松菜」の日

としています

５月分の給食は全部申込むと

３３０円×１９回＝６，２７０円です

小松菜の日にちなみ

和食の日

和食の日

和食の日


