
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） （％）

2

(月) 893 31.7 23.2 877 36.8 28.4

3

(火) 835 33.2 28.1 875 35.9 30.1

4

(水) 834 31.3 25.3 825 34.4 33.4

5

(木) 822 31.7 22.7 828 34.3 32.7

6

(金) 873 31.1 26.8 832 33.3 33.4

10

(火) 867 30.8 27.4 883 32.6 34.6

11

(水) 838 33.7 23.9 837 31.8 34.9

12

(木) 861 30.2 20.9 864 35.8 28.5

13

(金) 836 31.1 28.2 824 31.5 23.8

16

(月) 894 30.3 29.5 823 34.8 30

17

(火) 833 33.1 21.4 841 37.6 31.8

18

(水) 848 35.1 20.2 876 36.1 32.4

19

(木) 873 31.5 20.5 823 35 30.2

20

(金) 824 32 31.8 836 32.8 28.6

23

(月) 858 31 25.4 835 36 32.4

24

(火) 858 35.8 21.9 835 34.8 33.1

26

(木) ｶﾙｼｳﾑ480mg 871 31.8 27.3 836 34.9 32.3

27

(金) 845 30.6 27.7 855 36.2 28.8

30

(月) 856 35 29.5 825 33.6 32.1

31

(火) ｶﾙｼｳﾑ550mg 882 36.7 24.6 837 33.8 34.1

＊献立表の中の★印はえび、※印は卵を使った献立です

１０月分の申込票の締め切りは６月２８日（水）です。

１０月分の給食費の口座引き落としは７月３１日（月）です。

＊給食のない日　　２５日　千教研

ごはん  ほっけの開き干し  青菜の胡麻マヨネーズ
生揚げのそぼろ煮　お吸い物  白玉団子かぼちゃあん

鮭のクリームパスタ  　お好みチップス（かぼちゃ入り）
※洋風わかめスープ  オレンジ 　　　　　ハロウイン

　　　　　献立

コーン茶めし  ※おでん  焼きししゃも
納豆和え  抹茶プリン　ｶﾙｼｳﾑ559mg

※★八宝麺  豆腐とにらの春巻き  わかめと野菜のスープ
※さつまいもおやき  ぶどう 　　　　　　　　　よくかむ

　　　　　　　献立

麦ごはん  ※ねぎ入り卵焼  にんじんのきんぴら  くるみじゃこ
大根と揚げのみそ汁  シャキシャキりんごゼリー　鉄4.7mg

シュガー揚パン  キムチと生揚げのみそ炒め
※中華風コーンスープ　　パインアップル　　ｶﾙｼｳﾑ475mg カルシウム

たっぷり献立

きのこピラフ（トマト味）  ジャックポテト  大豆サラダ
※卵スープ   オレンジ

ハチミツパン  白身魚のムニエル  わかめとコーンサラダ
かぼちゃのシチュー  りんご ♪合唱祭です♪

昆布ごはん  ※鮭のごま衣揚げ
浅漬け  道産子汁  花みかん　　食物繊維7.4g

ガーリックトースト  ★シーフードサラダ
豆と芋のミートソース煮　　りんご　食物繊維8.3g お腹スッキリ献立

※にぎやか紅葉ごはん  さばの文化干し
白菜のゆず香和え　沢煮わん　りんご

ミルクロール  レバーと芋の大和あえ 　　鉄7.6mg
じゃことわかめのサラダ　春雨スープ  花みかん しっかり食べて

疲労回復

キムチごはん  中華風パリパリサラダ  大豆いもっぴー
※豆腐とわかめのスープ  花みかん

ナン  ひよこ豆入りキーマカレー  サモサ風ポテト
シルバーサラダ(ﾏﾖﾈｰｽﾞ)　キウイフルーツ　食物繊維10.9g しっかり食べて

疲労回復

ごはん  さばのみそ煮  磯香和え  豆の甘煮
さつま汁  花みかん　鉄4.7mg

バンズパン  ※パンプキンコロッケ  ひじきとツナのサラダ
※白玉スープ　二色フルーツ(りんご・オレンジ） 海藻を食べよう

※クッパ  ※チヂミ焼き（ごま）  ナムル  杏仁豆腐 みそ煮込みうどん　 ししゃもの南蛮漬け  くるみあえ
※小倉栗むしパン　三日月みかん　ｶﾙｼｳﾑ544mg&鉄4.5mg 毎月１９日は

「食育の日」

栗ごはん  竜田揚げ  もやしとコーンのごまあえ
茎わかめのきんぴら  かぶと揚げのみそ汁  柿

　　　　　食パン  ブルーベリージャム  ※しらす干しオムレツ
　　わかめとコーンサラダ  ミネストローネスープ（かぶ）  りんご 船橋の食材を

食べて知る日「かぶ」

★中華風炊きこみご飯  たらとポテトのチリソース
わかめスープ  りんご

ピーナッツバターサンド  魚の黄金焼き  ミックスソテー
肉団子スープ　花みかん 魚を食べよう

麦ごはん  ※★たこ焼き風ポテト  ごま酢あえ  ひじきの五目煮
※玉ねぎと卵のみそ汁  三日月みかん　ｶﾙｼｳﾑ506mg&鉄6.2mg

ハチミツパン  ※魚の香味パン粉焼き  じゃがバター
小松菜のソテー　カレーコンソメスープ  マロンコーヒーゼリー 種実類を食べよう

バターライス  鶏肉ときのこのクリーム煮  　　食物繊維8g
ツナのごまドレサラダ　ひよこ豆と小魚のカレー揚  花みかん

黒コッペパン  はちみつ  ※★豆腐入り肉団子のもち米蒸
小松菜のナムル　中華風野菜スープ 　 りんご 季節の食材を食べよう

もち玄米入りごはん  チンジャオロースー  チゲ風豚汁（人参）
わかめときゅうりの酢の物   ブルーベリーゼリー

キャロットパン  生あげの中華煮（人参）  さつま芋のごま団子
茎わかめのバンサンスー  三日月みかん　ｶﾙｼｳﾑ576mg 目によい食材

たっぷり献立

もち玄米入りごはん  ※からくさ焼き  かぶのレモン和え
栗と野菜の甘辛煮  小松菜のみそ汁  かき　鉄4.9mg

フルーツクリームサンド  ※たらと豆腐のナゲット
フレンチサラダ　具だくさんスープ  りんご 季節の食材を食べよう

カルシウム
たっぷり献立

いろいろ豆ごはん  豆腐の肉味噌田楽  れんこんの土佐煮
辛子和え  そうめん汁  三日月みかん　鉄5.1mg

ミルクロール  イカのアップルソース  根菜ごまマヨサラダ
野菜たっぷりスープ  キウイフルーツ 　　　　　　　　　よくかむ

　　　　　　　献立

※エッグカレーライス（うずら卵入）  きのこのサラダ
ひよこ豆のスープ　キウイフルーツ

コッペパン  イチゴジャム  ※ししゃもフライﾀﾙﾀﾙｿｰｽ(ﾏﾖﾈｰｽﾞ)
グリーンサラダ　レンズ豆とトマトのスープ  花みかん 豆を食べよう

献立のめあて・行事

　　＊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１０月
日付 Ａ献立 Ｂ献立

麦ごはん  麻婆豆腐  ※中華風サラダ
アーモンド大学いも  りんご　食物繊維7.9g

黒糖食パン  リンゴジャム  鮭のきのこソースかけ
スパイスポテト　コールスローサラダ  ※わかめスープ ぶどう 季節の食材を食べよう

切干ごはん  ※★豆腐の真砂揚げ  きゅうりの土佐和え
里芋のそぼろ煮   ※かきたま汁  三日月みかん

※ココナッフレンチトースト  ツナとわかめのサラダ
鶏肉と豆のトマトカレー煮  キウイフルーツ　食物繊維10.3g お腹スッキリ献立

麦ごはん  わかさぎのﾋﾟｰﾅﾂがらめ  おひたし
鶏肉と大豆の煮物  めかぶのみそ汁  花みかん　ｶﾙｼｳﾑ532mg

ブドウパン  ★豆腐のきのこグラタン  大根サラダ
白菜とﾍﾞｰｺﾝのスープ  りんご　ｶﾙｼｳﾑ559mg

１０月分の給食費は全部申し込むと

３３０円×２０回＝６，６００円です。

―  今月の献立 ― 献立を選ぶ時の参考にしてください♪

★サモサ風ポテト（Ｂ）・・・インド料理の軽食のひとつ。じゃが芋や玉ねぎを

小麦粉で作った皮で三角形に包みます。

★クッパ（Ａ）・・・クッパとは、韓国料理でスープとごはんを合わせた雑炊の

ような料理です。鶏肉のだしがきいています。

★チヂミ焼き（Ａ）・・・いか、ねぎ、にらが入った韓国風のお好み焼きです。

少しからい酢としょうゆを合わせたタレをかけます。

和食の日

和食の日

和食の日

世界食料デー




