
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

(水) 823 31.8 26.2 841 33.1 30.1

2

(木) 846 30.9 26.3 820 36.7 30.1

6

(月) 857 31.7 23.6 862 36.4 32.3

7

(火) 820 34.1 22.6 842 36.5 34.3

8

(水) 888 30 28.1 827 34.3 33.6

9

(木) 鉄5.3mg 871 33.8 28 887 35.7 34.3

10

(金) 857 35.3 28.1 821 34 35

13

(月) 852 33.3 27.1 843 35.4 35.4

14

(火) 鉄5.3mg 824 34 22.7 836 32.2 26.5

16

(木) 866 32.4 30.3 823 32.5 33.1

17

(金) 831 32.6 26.5 884 35.3 33.4

21

(火) 870 31.2 30.2 822 35.3 36.5

22

(水) 858 34.8 23.3 834 34.5 33.7

24

(金) ｶﾙｼｳﾑ508mg 831 30.2 24.4 828 35.6 30.4

27

(月) 829 36.7 26.1 846 34 28.4

28

(火) 889 35.4 28.3 833 35.7 33.4

29

(水) 837 35.3 23.5 846 34.1 30.4

＊献立表の中の★印はえび、※印は卵を使った献立です

１１月分の申込票の締め切りは７月１４日（金）です。 ＊給食のない日　　　１５日　　千教研

１１月分の給食費の口座引き落としは１０月２日（月）です。 　　　　　　　　　　２０日　　土曜参観の代休

　　　　　　　　　　

＊給食の献立を選択する時に

食物アレルギーある方は、担任へ申し出てください。

献立の詳細をお渡しします。

＊２４日（金）は船橋産の米を市内の学校全部で食べる日です。

ガーリックバターライス  魚のチーズ焼き
ブロッコリーサラダ　白菜のシチュー  花みかん

※ハムかつサンド  ツナサラダ  カレーポトフ  オレンジ
野菜をしっかり

食べよう

もち玄米入りごはん  鮭のからししょうゆかけ  パリパリ漬け
五目煮豆  里芋と揚げの味噌汁  三日月みかん

ハチミツパン  なすと生揚げの中華炒め  ※にら卵スープ
さつまいもおやき  三日月みかん 豆＆豆製品を

食べよう

ごはん（船橋産米）  ししゃものレモンソース
※青菜のごまマヨネーズ　里芋のそぼろ煮  八宝みそ汁  りんご

ミルクロール  ※オムレツ  海藻サラダ  具だくさんスープ
ベジタブルグレープゼリー 船橋産米使用

和食の日

ゆかりとしらすのごはん  鯖のゆずみそ焼き  大根おろし
芋と青菜の納豆和え  けんちん汁  花みかん

黒コッペパン  ピーナッツクリーム  ※白身魚の手まり揚げ
中華風コーンサラダ  千切りスープ  キウイフルーツ 　　　　　　　　　よくかむ

　　　　　　　献立

カレードリア　  大豆サラダ  わかめと野菜のスープ
キウイフルーツ

★※焼うどん　 揚げ出し豆腐  ※わかめと卵のスープ
さつま芋とりんごの茶巾  三日月みかん 2年生給食なし

もち玄米入りごはん  魚のごま酢だれかけ  船橋和え
じゃが芋のきんぴら  豆腐とわかめのみそ汁  花みかん

※野菜入りバーガー  ひじきのマリネ
ボストンクラムチャウダー(ﾎﾝﾋﾞﾉｽ)　　オレンジ ２年生給食なし

試食会

ごはん  ※厚焼き卵  青菜のみぞれちりめん和え  豚汁
くるみと昆布の佃煮 三日月みかん

コッペパン  イチゴジャム  ※豆腐のツナサンドフライ　カレーポテト
ほうれん草のソテー    鶏肉ときゃべつのスープ  花みかん 青菜を食べる日

もち玄米入りごはん  麻婆豆腐  ★えびのパリパリ揚げ
春雨ナムル（大根）　ミニトマト  りんご

　　　　　　　アップルトースト  大根サラダ
　　　　　　　ポークビーンズ  オレンジ 船橋の食材を

食べて知る日「大根」

麦ごはん  ※鶏肉の塩唐揚げ  ポテトサラダ(ﾏﾖﾈｰｽﾞ)
小松菜のごま和え　豆腐とえのきのみそ汁  りんご

アーモンドトースト  鮭のカレームニエル  ミックスソテー
キャベツと鶏肉のスープ  花みかん 種実類を食べる日

麦ごはん  魚の西京焼き  白菜の甘酢和え
大豆の磯煮  沢煮わん　りんごゼリー

ハチミツパン  いかとポテトのチリソース
中華風じゃこサラダ　韓国風雑煮  オレンジ 　　　　　　主食をきちん

　　　　と食べよう

もち玄米入りごはん  ※人参とツナの卵焼き  青菜の辛子和え
ちりめん山椒  里芋の肉みそあん  めかぶのみそ汁  三日月みかん

きなこ揚パン  ★山海サラダ  ミニトマト
鶏肉と大豆のシチュー　りんご 海藻を食べよう

たらこごはん  ※豆腐団子のきのこソース  おかか和え
お吸い物　ごまプリン

じゃこと小松菜のパスタ　  ※色々豆のマヨネーズ焼き
具だくさんトマトスープ　  キウイフルーツ お腹スッキリ献立

ひじきごはん  イカのバター焼き  白あえ（みそ）  さつま汁
オレンジゼリー　鉄5.4mg

※タマゴサンド(ﾏﾖﾈｰｽﾞ)  レバーの大和あえ
フレンチサラダ　ＡＢＣスープ　りんご　鉄7.8mg 貧血予防献立

鉄分をとろう

ポークカレーライス  ★えびとわかめのサラダ
白菜スープ　ヨーグルトあえ

食パン  リンゴジャム  なすのミートグラタン　　花みかん
※ブロッコリーたらこソース(ﾏﾖﾈｰｽﾞ)  白菜とコーンのスープ

今日は「いい歯」の日
よく噛んで食べよう

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１１月
日付 Ａ献立 Ｂ献立

きのこごはん  豆腐の豚肉ロール葱ソース  くるみあえ
じゃが芋とわかめのみそ汁  花みかん　ｶﾙｼｳﾑ504mg

ミルクロール  わかさぎの甘酢あんかけ  　ｶﾙｼｳﾑ513mg
※春雨のカラフルソテー　※もずくスープ  フルーツポンチ カルシウムたっぷり

献立

麦ごはん  ししゃものゴマだれかけ  おひたし
じゃが芋ときのこ炒め  ※かきたま汁  柿　ｶﾙｼｳﾑ518mg

キャロットパン  麻婆大豆  茎わかめのサラダ
ビーフンスープ　ミルクピーチゼリー 　　　　　　　　　よくかむ

　　　　　　　献立

もち玄米入りごはん  ※ひじき入り和風コロッケ
※小松菜の五目炒め　なめこ汁  りんご

黒コッペパン  ※魚のオーロラソース焼き(ﾏﾖ)　かぶのサラダ
のりじゃがバター  ジュリエンヌスープ  オレンジ 野菜も残さず

食べよう

和食の日

１１月分の給食費は全部申し込むと

３３０円×1７回＝５，６１０円です。


