
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） （％）

10

(水) 866 37 29.6 834 31.5 34.7

11

(木) 833 34.5 30.1 830 33.5 32.1

12

(金) 890 32.3 27.4 832 34.6 30

15

(月) 859 37.2 26.4 832 35.2 32.3

16

(火) 838 32.6 28 822 32.3 31.3

17

(水) 842 36.8 20.7 833 31.6 25.3

18

(木) 874 35 25.8 820 34.5 35.8

19

(金) 904 37.5 29.4 886 33.9 29.7

22

(月) 831 32.6 23.6 827 34.9 33.6

23

(火) 870 36 24.8 821 30.3 35.1

25

(木) 826 38.4 21.2 866 35.4 32.7

26

(金) 838 33.4 22.9 848 35.5 28.9

29

(月) 888 32.5 27.3 832 36.6 28.4

30

(火) 844 30.3 23.5 825 35.5 34.4

31

(水) 823 35 25.7 864 35.7 33.1

＊献立表の中の★は甲殻類、※印は卵を使った献立です。

１月分の申込票の締め切りは１０月３０日（月）です。

１月分の給食費の口座引き落としは１１月３０日（木）です。

＊給食のない日　　　２４日　千教研

＊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・行事等

＊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３０年１月
日付 Ａ献立 Ｂ献立

七草がゆ  さばの香味あげ  辛子和え  五目煮豆  りんご バタートースト  もちラザニア  ひじきとツナのサラダ
野菜たっぷりスープ  いよかん 新年のスタートです♪

麦ごはん  鶏肉の韓国風照り焼き  きゅうりの酢醤油漬け
※★ピリ辛海鮮炒め  ※もずくスープ  いよかん

黒コッペパン  カレイのカレーマリネ  ほうれん草のサラダ
チーズポテト  ※白菜とコーンのスープ  りんご 季節の野菜を食べよう

きのこピラフ(しょうゆ味)  ししゃものオリエンタルソース
白いんげん豆乳ポタージュ  キウイフルーツ　食物繊維9.2g

ブドウパン ※ しらす干しオムレツ  ベジタブルソテー
コンソメスープ　ホワイトゼリー　ｶﾙｼｳﾑ487mg カルシウム

たっぷり献立

切り干し大根ごはん  鰆のゆずみそ焼き  白菜の甘酢和え
里芋と揚げの味噌汁  りんご　ｶﾙｼｳﾑ497mg

ハチミツパン  豆腐のカレー煮  わかさぎのｱｰﾓﾝﾄﾞがらめ
★中華風パリパリサラダ  いちご　ｶﾙｼｳﾑ580mg カルシウム

たっぷり献立

しらすごはん  ※竹輪の二色揚げ  茎わかめの和え物
生揚げのみそ炒め　　いちご

パイナップルロール  ※★卵とほうれん草のグラタン
ブロッコリーレモン和え  レンズ豆とトマトのスープ  オレンジ 冬野菜を食べよう

※卵どんぶり  鶏肉と野菜のからし和え
豆の甘煮  お吸い物  りんご　鉄5.1mg&食物繊維8.1g

★いか入りソース焼きそば  ※さつま芋ごまドーナッツ
豆腐とわかめのスープ  花みかん　食物繊維7.7g 3年生給食なし

お腹スッキリ献立

麦ごはん  ※★えびのれんこんはさみ揚げ  里芋のそぼろ煮
※青菜の胡麻マヨネーズ  ※ふぶき汁  いちご　鉄4.6mg

ピザトースト  ※ミモザサラダ  冬野菜スープ
アーモンドじゃこ  オレンジ　カルシウム547mg 3年生給食なし

よくかむ献立

さつまいもごはん  ※生揚の肉詰め煮  ※千草あえ  ミニトマト
大根と揚げのみそ汁  いよかん　ｶﾙｼｳﾑ721mg&鉄6.9mg

★シーフードクリームパスタ　 丸じゃがフライ
※洋風わかめスープ　オレンジ 体の中から温まろう

ごはん  ※★豆腐の真砂揚げ  きゅうりの土佐和え
じゃが芋のうま煮  沢煮わん  りんご

ミルクロール  鰆のカレームニエル  フライドポテト
わかめとコーンサラダ  豆腐と白菜のスープ  オレンジ 　　　　　主食を残さず

　　　　食べよう

まぜごはん  ※茶わん蒸し  おひたし  ごま汁
さつま芋とりんごの茶巾　ｶﾙｼｳﾑ512mg&鉄5mg

ピーナッツ揚パン  フレンチサラダ
ボルシチ  キウイフルーツ 種実類を食べよう

ごまおにぎり  鮭の塩焼   茎わかめのきんぴら
浅漬け　さつま汁 つぶつぶオレンジゼリー

コッペパン  ｲﾁｺﾞｼﾞｬﾑ　くじらの大和あえ
コールスローサラダ  ホワイトシチュー　 いよかん 学校給食週間

昔の給食を体験しよう

もち玄米入りごはん  白身魚と野菜の揚げ煮
納豆和え　まいたけのみそ汁  あずき寒天

　　　　　　肉みそがけうどん　  ※豆腐とツナのお焼き
　　　　　　かぶのパリパリ漬け　　フルーツ白玉ポンチ 学校給食週間

豆＆豆製品を食べよう

ポークカレーライス  かぼちゃのベーコン巻き
※わかめスープ　オレンジ

※山芋クリームむしパン  鱈のごま酢だれかけ  韓国風雑煮
じゃことわかめのサラダ  りんご　カルシウム515mg 学校給食週間

野菜を食べよう

もち玄米入りごはん  キムチ春巻き  ★中華風わかめサラダ
じゃこじゃが　※中華風コーンスープ  いちご

※ツナサンド（ﾏﾖﾈｰｽﾞ）  大根サラダ
豚肉と大豆のトマト煮　　キウイフルーツ

学校給食週間
船橋食材食べて知る日

「小松菜」

もち玄米入りごはん  ※さんが焼き  船橋和え  れんこんの土佐煮
かぶと揚げのみそ汁  黒ごまミルクゼリー　ｶﾙｼｳﾑ508mg

食パン  ﾘﾝｺﾞｼﾞｬﾑ 　※★いかフライ  　かぶのサラダ
ジャーマンポテト　※イタリアンスープ  　オレンジ 　　　　　　　　　よくかむ

　　　　　　　献立

≪今月の献立≫ 献立を選ぶ時の参考にしてください。

●ししゃもオリエンタルソース（Ａ）・・・ししゃもを油で揚げて、カレー味のソースをかけます。

オリエンタルとは東洋のという意味です。

●もちラザニア（B）･･･おもちをラザニア風にアレンジ。

トマトソースとのホワイトソースの相性もバッチリ！

●ボルシチ（Ｂ）･･･ロシアの家庭料理です。給食ではトマトを使っています。

●くじらの大和和え（Ｂ）･･･今ではあまり食卓に登場しないくじらですが、昔の給食では

よく使われていました。そんなくじらにみそ味のソースをからめます。

●山芋クリーム蒸しパン（B）・・・山芋と練乳を使った蒸しパンです。もちもちした食感が◎

１月分の給食費は全部申し込むと

３３０円×１５回＝４，９５０円

１月２５日（木）から30日（火）までは「給食週間献立」を実施します！

本校では、学校給食週間にちなみ、給食の始まり献立、昔の献立の体験や、郷土料理の紹介、伝統的

な日本の料理、外国の料理などを献立に取り入れます。

普段あまり食べ慣れない食材もありますが、ぜひ体験して、「食」の幅を広げてもらえればと

考えています。学校給食週間については1月号の「食育だより」に詳しく掲載いたしますので、

そちらをご覧ください。

船橋産小松菜

給食の始まり 昔の給食

和食の日

行事食・七草


