
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

(金) 839 33.9 23.5 869 31.3 35

4

(月) 834 33.9 27.6 864 36.2 28.6

5

(火) 854 33.2 27.6 870 35.9 29.8

6

(水) ｶﾙｼｳﾑ510mg 887 32.1 23.9 ｶﾙｼｳﾑ597mg 885 34.4 30.7

7

(木) 887 34.5 25.7 ｶﾙｼｳﾑ645mg 822 36.6 36.5

8

(金) 854 36.2 31.5 821 31.2 35.2

11

(月) 840 30.6 27.8 830 35.9 33.2

12

(火) 835 34 29.9 838 36.4 34.2

13

(水) 861 30.9 25.5 869 33.3 34.7

14

(木) 896 30 24.5 847 37.2 31.9

15

(金) 844 30.9 28.4 883 34.2 34.6

18

(月) 837 33.8 20.1 825 34.5 31.4

19

(火) 888 35.2 27.8 892 36.2 34.3

20

(水) 892 32.8 29 876 34.8 33.4

＊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。

１２分の申込票の締め切りは９月２９日（金）です。

１２月分の給食費の口座引き落としは１０月３１日（火）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、担任へ申し出てください。

献立の詳細をお渡しします。

　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　

献立のめあて・行事

平成２９年１２月
日付 Ａ献立 Ｂ献立

カレー麻婆丼  ★※えびシューマイ  ナムル
二色フルーツ（ｷｳｲ・りんご）

二色揚パン(ｷﾅｺ&ｺｺﾅｯﾂ）  ひじきとツナのサラダ
かぶのクリーム煮   花みかん 体の中から

温まろう

ごはん  ※鶏肉のみそつくね焼き  わさび和え
カシューナッツ昆布  沢煮わん  花みかん　鉄4.5mg

黒コッペパン  すずきのアップルマリネ  ミックスソテー
野菜とレンズ豆のスープ  ヨーグルトゼリー 野菜を残さず

食べよう

いわしの蒲焼丼  ごま酢あえ  きのこ汁
カリカリ大豆  りんご　　鉄5.1mg

海苔としらすのパスタ  ツナとほうれん草のサラダ
トマトスープ　　※アーモンドマフィン　食物繊維8.9g 　　　　　　　　　よくかむ

　　　　　　　献立

もち玄米入りごはん  ※ねぎ入り卵焼き  切干大根の煮物
ゆかり和え　じゃが芋とわかめのみそ汁  抹茶プリン

ハチミツパン  わかさぎのレモンソース  小松菜のソテー
粉ふき芋　白いんげん豆乳ポタージュ  オレンジ カルシウム

たっぷり献立

ごはん  ししゃもの薬味ソース  春雨和え
煮豆昆布  豚汁  花みかん　ｶﾙｼｳﾑ548mg&鉄4.9mg

コッペパン  リンゴジャム  生揚のきのこトマトチーズ焼
かぶのサラダ　※もずくスープ  キウイフルーツ　鉄4.3mg 貧血予防

鉄分たっぷり献立

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

※ツナサラダサンド(ﾏﾖﾈｰｽﾞ)  チキンカレーシチュー
シーフードサラダ　りんご 野菜をしっかり

食べよう

★ｲﾝﾃﾞｨｱﾝﾗｲｽﾎﾜｲﾄｿｰｽかけ  ブロッコリーのレモン和え
具だくさんトマトスープ  キウイフルーツ

ハチミツパン  四川豆腐  ツナのパリパリロール(ﾏﾖﾈｰｽﾞ)
中華風じゃこサラダ　　花みかん　ｶﾙｼｳﾑ490mg 　　　　　　　　　よくかむ

　　　　　　　献立

和風ツナごはん  ※厚焼き卵  しめじの煮びたし
八宝みそ汁  オレンジ　鉄4.9mg

ﾛｰﾙﾄｰｽﾄ(ﾊﾑﾁｰｽﾞ&ﾚｰｽﾞﾝﾊﾞﾀｰ)  揚げ魚の甘酢あんかけ
グリーンサラダ　※白玉スープ  オレンジ 野菜を残さず

食べよう

もち玄米入りごはん  鰆のごまみそあんかけ  船橋和え
れんこんの土佐煮  かぶと揚げのみそ汁  ミルクフルーツゼリー

フルーツクリームサンド  ※洋風おでん（カレー味）
かぼちゃのベーコン巻き  ★えびとわかめのサラダ  りんご 冬の野菜を食べよう

麦ごはん  ※かぼちゃコロッケ  かぶの胡麻マヨネーズ
ひじきの五目煮　なめこ汁  三日月みかん　食物繊維9.6g

ミルクロール  魚のオーロラソース焼き(ﾏﾖﾈｰｽﾞ)  フライドポテト
鶏肉と野菜のごまサラダ  オニオンスープ  オレンジ 　　　　　　主食をきちん

　　　　と食べよう

ねぎ塩豚丼  辛子和え  じゃが芋のくるみごま味噌
※むらくも汁　花みかん

※ラーメン  いわしの南蛮漬け  ※中華和え
※いもとｱｰﾓﾝﾄﾞのおやき　三日月みかん ３年給食なし

種実類を食べよう

麦ごはん  サケのチャンチャン焼き  ごまあえ
肉じゃが  お吸い物　　りんごゼリー

※エッグロール  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  オレンジ　鉄7.9mg 　　　　　　主食をきちん

　　　　と食べよう

麦ごはん  ジャンボ揚げぎょうざ  キムチと生揚げのみそ炒め
わかめとえのき茸のスープ  やわらか杏仁ゼリー

ブドウパン  ※スペイン風オムレツ  わかめとコーンサラダ
ジュリエンヌスープ  シュガーナッツ  三日月みかん 体の中から

温まろう

ｶﾞｰﾘｯｸｺｰﾝﾊﾞﾀｰﾗｲｽ  鶏肉のマーマレード煮  ブロッコリーサラダ
わかめと野菜のスープ  フルーツ・ア・ラ・モード

　　　　　★パングラタン  ブロッコリーサラダ  スパイスポテト
　　　　　ひよこ豆のスープ　オレンジポンチ

船橋の食材を
食べて知る日
「ブロッコリー」

和食の日

和食の日

１２月分の給食費は全部申し込むと

３３０円×1４回＝４，６２０円です。

≪今月の献立≫ 献立を選択する時の参考にしてください。

●鮭のチャンチャン焼き（A）・・・鮭に野菜とみそを混ぜたタレをかけ

焼きます。北海道の郷土料理として

有名です。 「チャンチャン」の由来は、

鮭を焼くときに鉄板がチャンチャンと

音をたてるから、ちゃっちゃと（早く）

作れるなどいろいろあります。

●ジュリエンヌスープ（B）・・・ジュリエンヌとは「千切り」の意味。

コンソメ味の野菜スープです。


