
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

(木) 860 30.1 24.5 831 34.8 32.2

2

(金) ｶﾙｼｳﾑ549mg 825 35 28.7 873 31 29.1

5

(月) 864 36.7 32.1 848 30.5 31.7

6

(火) ｶﾙｼｳﾑ552mg 857 32.7 24.8 849 36.1 33.4

7

(水) 861 33.5 25.4 853 35.9 33.9

8

(木) 食物繊維7.7g 894 31.2 28.4 874 34.3 25.6

9

(金) 858 34.8 24.5 829 36.7 36.8

12

(月) 895 31.9 28.4 828 34 34.6

14

(水) 905 35.5 29.1 846 34.7 32.8

16

(金) 864 31.6 24.5 863 36.5 29.2

19

(月) 840 33.9 28.2 861 36.7 30.7

20

(火) 831 32.3 24.3 食物繊維10.5g 865 34.3 33.4

22

(木) 881 33.6 20.6 837 36.4 33.7

23

(金) 851 35.3 26.2 843 36.6 28.1

27

(火) 832 34.1 23.9 820 34.8 31

28

(水) 866 31.4 25.3 858 36.1 30.6

29

(木) 878 32.5 29.1 848 33.9 29.7

30

(金) 823 33.3 21.8 828 34.4 33

＊献立表の中の★印はえび、※印は卵を使った献立です ＊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。

６月分の申込票の締め切りは３月２２日（水）です。 ＊給食の献立を選択する時に

６月分の給食費の振替日は５月１日（月）です。 　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　 １３日　中間テスト

　　　　　　　 　２１日　千教研

　　　　　　　 　２６日　授業参観代休

野菜を残さず
食べよう

麦ごはん  ※★豆腐の真砂揚げ  船橋和え  じゃが芋のきんぴら
大根と揚げのみそ汁  冷凍みかん　食物繊維8.2g

※フレンチトースト  チリ・コン・カーン
グリーンサラダ  キウイフルーツ　食物繊維10.8g お腹スッキリ献立

★トマトライスﾎﾜｲﾄｿｰｽかけ  ポテトのフライドサラダ
※洋風わかめスープ  オレンジ

ハチミツパン  ※ししゃものｸﾗｯｶｰﾌﾗｲ  ツナとわかめのサラダ
ひよこ豆のスープ  ブルーベリーゼリー 海藻を食べよう

豚丼  冷ややっこ  梅肉和え
じゃが芋と揚げの味噌汁  オレンジ

食パン ｲﾁｺﾞｼﾞｬﾑ  ※魚のオーロラソース焼き（ﾏﾖﾞ） 小松菜ソテー
フライドポテト  わかめと野菜のスープ グレープフルーツ

ごはん  ※豆腐の肉巻きフライ  千切り野菜  ひじきの五目煮
千切りスープ  グレープフルーツ　鉄5.5mg

★スパゲティペスカトーレ  ポテトのオムレツ
わかめスープ　ナタデココフルーツ　鉄4.2mg 貧血予防献立

鉄＆たんぱく質

もち玄米入りごはん  魚の照焼  ごま酢あえ
夏野菜の挽肉いため　※わかめと卵のみそ汁  パインゼリー

エッグロール  レバーと芋のレモンソース  ★海の幸サラダ
野菜スープ　オレンジ　　鉄10.8mg

季節の野菜を
食べよう

大豆ごはん  ※枝豆入りつくね  白あえ
沢煮わん  冷凍みかん　鉄4.7mg&食物繊維8.9g

ごまきなこ揚パン  コンビネーションサラダ（ホタテ入り）
鶏肉と豆のトマトカレー煮  二色フルーツ(ｷｳｲ･ｵﾚﾝｼﾞ)

豆を食べて
お腹スッキリ献立

もち玄米入りごはん  さばのオレンジ煮  くるみあえ
豆の甘煮　八宝みそ汁  キウイフルーツ　鉄4.8mg

ミルクロール  生あげの中華煮  ★えびのパリパリ揚げ
茎わかめのサラダ　オレンジ

豆＆豆製品を
食べよう

ｶﾞｰﾘｯｸｺｰﾝﾊﾞﾀｰﾗｲｽ  ※カレーチーズコロッケ  ゆでそらまめ
トマトスープ　オレンジ

ブドウパン  ※ニラ入りあんかけ卵焼き  中華風じゃこサラダ
ワンタンスープ  キウイフルーツ

季節の野菜を
食べよう

麦ごはん  生揚げのみそ炒め  わかめときゅうりの酢の物
※中華風スープ　パインアップル　ｶﾙｼｳﾑ519mg

ピーナッツバターサンド  鮭のカレームニエル
ミックスソテー　ジュリエンヌスープ  オレンジ 食育の日

★シーフードカレーライス  かぼちゃのベーコン巻き
わかめと野菜のスープ  オレンジ

焼うどん  揚げ出し豆腐  ※卵入りわかめスープ
白玉団子みたらし味 海藻を食べよう

いわしの蒲焼丼  ピーナッツあえ  鶏肉と大根の旨煮
※かきたま汁　さくらんぼ　鉄4.3mg

※野菜入りバーガー（ﾏﾖｿｰｽ）  ひじきのマリネ
ボストンクラムチャウダー　オレンジ　鉄4.8mg 県民の日献立

千葉県食材の日

※ホタテと卵のあんかけご飯  中華きゅうり
わかめとえのき茸のスープ　　さつまいものごまだんご

ソース焼きそば  ※ごまかぼちゃドーナツ
※カニと豆腐のスープ　　メロン　食物繊維8.3g

　　　　　　　　　よくかむ
　　　　　　　献立

麦ごはん  いかの和風マリネ  ごまあえ  鶏肉と大豆の煮物
なめこ汁　つぶつぶオレンジゼリー　鉄4.5mg

食パン ｱﾝｽﾞｼﾞｬﾑ 生揚きのこトマトチーズ焼
フレンチサラダ　※もずくスープ  キウイフルーツ 豆＆豆製品を

食べよう

　　　　　　　　　よくかむ
　　　　　　　献立

ごはん  ししゃものﾋﾟｰﾅﾂがらめ  骨太納豆和え
人参のきんぴら   豆腐とえのきのみそ汁  ホワイトゼリー

キャロットパン  ポテトのミートグラタン
きゃべつとﾍﾞｰｺﾝのスープ　アーモンドじゃこ  オレンジ 　　　　　　　　　よくかむ

　　　　　　　献立

麦ごはん  ※人参とツナの卵焼き  からし和え  ちりめん山椒
じゃが芋の肉みそあんかけ   そうめん汁  オレンジ

コッペパン  ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰｼﾞｬﾑ  ※あじフライタルタルソース
フレンチサラダ  洋風春雨スープ（人参）  オレンジ 船橋食材を食べて

知る日「にんじん」

ひじきごはん  ※魚の味噌マヨネーズ焼
パリパリ漬け  けんちん汁　オレンジ

ミルクロール  ※酢豚（うずら卵入り）　 中華風野菜スープ
パインアップル

献立のめあて・行事等

平成２９年６月
日付 Ａ献立 Ｂ献立

もち玄米入りごはん  ※ピーマンの肉詰め  春雨和え
のりじゃがバター  ごま汁  オレンジ

※山芋クリームむしパン  魚のごま酢だれかけ  韓国風雑煮
じゃこと茎わかめのサラダ  オレンジ

３年生修学旅行
給食なし

★キムチチャーハン  わかさぎの甘酢あんかけ
茎わかめの和え物　ハムと青菜のスープ  グレープフルーツ

二色サンド(ｷｬﾛｯﾄ&ﾂﾅﾏﾖﾈｰｽﾞ)  ジャーマンポテト
トマトクリームスープ　メロン

　　　　　　　　　よくかむ
　　　　　　　献立

６月は食育月間

６月分の給食費は全部申し込むと

３３０円×１８回＝５，９４０円です。

毎月１９日は

食育の日

今月は

食育月間です

―  今月の献立 ― 献立を選ぶ時の参考にしてください♪

★山芋クリーム蒸しパン（B）・・・山芋と練乳が入った蒸しパンです。モチモチとした食感が◎

★骨太納豆和え（Ａ）・・・いつもの納豆和えがパワーアップ！しらすやごま、のりなども入ってカルシウム満点。

骨にもおすすめ、栄養たっぷりです。

★スパゲッティペスカトーレ（B）・・・えび・あさり・いかなどのシーフードが入った、トマト味のスパゲッティです。


