
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） （％）

4

(月) 851 33.1 19.4 839 35.2 27.7

5

(火) 鉄4.5mg 837 34.3 22.2 858 36.2 33.5

6

(水) ﾋﾞﾀﾐﾝB1&B2 886 34.1 26.4 825 30.4 32.8

7

(木) 870 33 30.2 871 32.7 25.6

8

(金) 856 35.6 28.4 821 37.7 29.8

12

(火) 847 32.4 26 827 35 35.2

13

(水) 882 32.9 26.2 826 35.3 31.1

15

(金) 864 32 31.5 862 34.6 33.4

19

(火) 857 37.4 23.4 848 35.7 30.2

20

(水) 879 30.5 22.8 840 37.2 32.8

22

(金) 870 31.8 32.8 856 35.4 33.8

25

(月) 852 31.8 27.6 ｶﾙｼｳﾑ488mg 856 35.4 26.7

26

(火) 885 34.6 23.7 820 32.2 28.9

28

(木) 839 33.9 24.9 851 32.4 32.4

29

(金) 884 37.5 22.3 866 32.8 34.2

＊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

９月分の申込票の締め切りは５月２６日（金）です。

９月分の給食費の口座引き落としは６月３０日（金）です。

　　　 　　　　　　　　　

＊給食のない日　　１１日　体育祭代休

　　　　　　　　　１４日　体育祭代休予備日

　　　　　　　　　２１日　期末テスト

　　　　　　　　　２７日　千教研大会

＊給食の献立を選択する時に

食物アレルギーある方は、献立をよく見て選択

してください。

献立のめあて・行事

＊献立表の中の★印はえび、※印は卵を使った献立です

平成２９年９月
日付 Ａ献立 Ｂ献立

梅ごはん  魚の揚げびたし  ※千草あえ  さつま汁
シャキシャキ梨ゼリー　　ビタミンB1 0.74mg&B2 0.74mg

ブドウパン  ※★中華風卵焼き  中華きゅうり
ワンタンスープ  冷凍みかん　ビタミンB1&B2

ビタミンB類で
夏バテ回復献立

麦ごはん  さけの味噌バター焼き  コーンのごま和え
じゃが芋のきんぴら  豆腐と小松菜のみそ汁  オレンジ

※冷やしサラダうどん(ﾏﾖﾈｰｽﾞ)  ※★かきあげ  ｶﾙｼｳﾑ488mg
豚肉と大根の旨煮  フルーツエッグ（桃&ミルクゼリー）

主食を食べて
エネルギー補給

もち玄米入りごはん  カレーマーボー豆腐
※★揚げえびシューマイ　大根のナムル  冷凍みかん

ガーリックトースト  なすのムサカ風グラタン
野菜たっぷりスープ　　　フルーツ白玉ポンチ 体育祭にむけて

しっかり食べよう

★エビピラフ  鶏肉のしょうが焼き  ごまドレッシングサラダ
※洋風わかめスープ  オレンジ  ヤクルト

ソフト麺ミートソース  スパイスポテト
わかめと野菜のスープ　三色フルーツ(ｷｳｲ･梨・ｵﾚﾝｼﾞ)

主食を食べて
エネルギー補給

豚キムチ丼  生あげのあまから焼き  きゃべつの中華風サラダ
わかめスープ  冷凍みかん　ｶﾙｼｳﾑ503mg

ミルクロール  揚げ魚の甘酢あんかけ  春雨サラダ
ミニトマト　豆腐とわかめのスープ  梨

体育祭にむけて
しっかり食べよう

秋のおこわ  鯖の一夜干し  ごま酢あえ
※もずく入りお吸い物  りんご　鉄4.7mg

食パン  ピーナッツクリーム 　 四川豆腐  　※中華和え
お好みチップス　　ぶどう 旬の食材を楽しもう♪

ドライカレー  ★シーフードサラダ  チーズベイクドポテト
※卵スープ　　オレンジ　ﾋﾞﾀﾐﾝC63mg

バタートースト  ※白身魚のアーモンドフライ  小松菜のソテー
ミネストローネスープ  パインアップル　ﾋﾞﾀﾐﾝC63mg 疲労回復献立

麦ごはん  いわしのみそあんかけ  わかめときゅうりの酢の物
じゃが芋のそぼろ煮  八宝みそ汁  オレンジ

ハチミツパン  ※豆腐入りﾊﾝﾊﾞｰｸﾞきのこｿｰｽ  マッシュポテト
コールスローサラダ  ※もずくスープ  オレンジ 季節の食材を

楽しもう♪

ワカメごはん  ささ身の梅肉揚げ  おひたし
豆の甘煮  豚汁　梨　　食物繊維8.2g

ミルクロール  鮭のホイル焼き  白菜とりんごのサラダ
秋の味覚シチュー  つぶつぶみかんゼリー

船橋の食材を食べて
知る日「梨」

麦ごはん  ※さつまいもコロッケ  辛子和え  大豆の磯煮
なめこ汁　りんご　ｶﾙｼｳﾑ511mg&鉄6.2mg&食物繊維9.6g

ハチミツパン 　 ※スペイン風オムレツ  ★海の幸サラダ
カレーヌードルスープ  梨のコンポート 旬の食材を楽しもう♪

おはぎ  いなり寿司  さんまのかば焼き風
磯香和え  ※白玉スープ  花みかん

セサミトースト  　チリ・コン・カーン
ツナサラダ  　りんご　　食物繊維10.2g 行事食について知ろう

もち玄米入りごはん  家常豆腐（ｼﾞｬｰﾁｬﾝﾄｳﾌ）  ｶﾙｼｳﾑ488mg
茎わかめのサラダ　ポテトとコーンの包み揚げ  花みかん

黒コッペパン  リンゴジャム  ★ﾎﾟﾃﾄとｼｰﾌｰﾄﾞのｸﾞﾗﾀﾝ
大根サラダ　※イタリアンスープ  三日月みかん 海藻類を食べよう

ごはん  さばのオレンジ煮  浅漬  五目煮豆
道産子汁  三日月みかん　食物繊維7.8g

カシューナッツ揚パン  ★山海サラダ  　　食物繊維8.1g
鶏肉と大豆のシチュー　キウイフルーツ 大豆を食べよう

豆と塩昆布のごはん  ※具だくさん卵焼き  ピーナッツあえ
じゃが芋と揚げの味噌汁  グレープゼリー　鉄6.3mg

ハチミツパン  わかさぎのレモンソース  フライドポテト
チキンサラダ　白菜のスープ  オレンジ　ｶﾙｼｳﾑ555mg 　　　　　　　　　よくかむ

　　　　　　　献立

なす入り肉味噌丼  きゅうりの土佐和え
ししゃものパリパリ揚げ　沢煮わん  りんご

ミルクロール  ※★えびと豆腐の中華煮
じゃことわかめのサラダ　※さつまいもおやき  ぶどう 　　　　　　　　　よくかむ

　　　　　　　献立

お彼岸献立

和食の日

９月分の給食費は全部申し込むと

３３０円×１５回＝４，９５０円 です。

選んだ献立は

しっかり食べようね

運動するためには食事も大切です。疲れているから、暑いからといって食事を摂らずに、

水分だけになってしまうとかえって、体力が落ちてしまいます。

動ける体を作りたいなら、特に「糖質（ごはんやパン・めん）」はしっかり食べましょう！

― 今月の献立 ― 選択する時に参考にしてください。

★なすのムサカ風グラタン（B）･･･ムサカはギリシャやエジプトなどの伝統的な

野菜料理です。肉とトマトで相性抜群です。

★梨のコンポート（B）･･･旬の「船橋食材の梨」を使ったデザートです。

いつもの梨が変身！甘く煮ておしゃれな1品に。

★秋のおこわ（A）･･･栗・しめじ・さつまいもなど「秋」の食材を使います。

★ししゃものパリパリ揚げ（A）･･･ししゃもをのりやチーズと一緒にワンタンの

皮で巻いて揚げます。パリパリの食感が◎

和食の日

和食の日


