
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

(木) 843 36.9 26.8 841 33.8 32.5

2

(金) 856 33.3 27 833 35.4 31.5

5

(月) ｶﾙｼｳﾑ554mg 877 31.6 25.7 830 34.4 32.1

6

(火) 827 34 19.2 883 34.5 28.4

8

(木) 865 31.7 25.1 820 35.8 35.8

9

(金) 905 34.3 25.8 822 35.7 30.7

13

(火) 鉄5.7mg 860 35.6 24.6 891 32.1 26.3

14

(水) 891 31 27.1 869 35.9 31.1

15

(木) 847 31.1 25.6 835 33.8 33.2

16

(金) 891 37.4 27.6 838 35.2 36.5

19

(月) 872 31.7 21.2 870 35.2 31.9

20

(火) 896 34.6 24.3 820 35 34.4

21

(水) ｶﾙｼｳﾑ484mg 849 31.5 26.5 855 37.7 36.2

23

(金) 895 39.4 23.1 847 33.8 34.4

26

(月) 844 32.2 28.2 821 36.6 30.3

27

(火) 899 35.3 30.3 852 36.1 33.3

28

(水) 904 35.9 26.1 909 36.1 27.5

＊献立表の中の★印はえび、※印は卵を使った献立です

２月分の申込票の締め切りは１1月２７日（月）です。

２月分の給食費の口座引き落としは１２月２５日（月）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、

　担任に申し出てください。

　献立の詳細をお渡しします。

＊給食のない日　　　　　　  ７日　千教研

　　　　　　　　　　　　　２２日　期末テスト

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２月
日付 Ａ献立 Ｂ献立

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

花型黒コッペパン  レバーのケチャップあえ　鉄7.3mg
海藻サラダ  カレーポトフ　クリーム寒天ブルーベリー 　　　　　　　　　よくかむ

　　　　　　　献立

いわしの蒲焼丼  船橋和え  カリカリ大豆
八宝みそ汁  いちご　ｶﾙｼｳﾑ498mg&鉄5.7mg

アップルトースト  たっぷり野菜のごまサラダ
★冬の味覚シチュー　フライビーンズ  いよかん 節分・年の数だけ

豆を食べよう　３年なし

麦ごはん  ※ひじき入り和風コロッケ  ごま酢あえ
※玉ねぎと卵のみそ汁  くるみじゃこ  オレンジ

ブドウパン  高野豆腐のグラタン  きのこのサラダ
※もずくスープ　りんご　ｶﾙｼｳﾑ462mg&食物繊維8.6g カルシウムを

しっかりとろう

小豆とさつま芋のごはん  茶巾豆腐
青菜のみぞれちりめん和え　きりたんぽ汁  りんご

コッペパン  ピーナッツクリーム  鱈とポテトのチリソース
中華サラダ　中華風野菜スープ  やわらか杏仁ゼリー 食べて体の中から

温まろう

麦ごはん  わかさぎの薬味ソース  くるみあえ
筑前煮  めかぶのみそ汁  いちご　　　ｶﾙｼｳﾑ592mg

バタートースト  ※★えびと豆腐の中華煮  ナッツポテト
茎わかめのサラダ　オレンジ 種実類を食べよう

※エッグカレーライス  ※魚のオーロラソース焼き
ブロッコリーサラダ フルーツポンチ

※ミルクロール  鶏肉のマスタードソース  ミックスソテー
豆腐団子スープ  パインアップル リクエスト２位と３位

の登場です

麦ごはん  ※ねぎ入り卵焼  ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのﾋﾟｰﾅｯﾂ和え
きんぴらごぼう　豆の甘煮  小松菜のみそ汁  オレンジ

※ラーメン  ※花シューマイ  春雨サラダ
アーモンド大学いも  いちご 野菜も残さず食べよう

３年なし

ミラノ風ドリア  グリーンサラダ  ※わかめと卵のスープ
チョコフルーツプリン

※チョコクリームパン  カレイの唐揚げ  マッシュポテト
ベジタブルソテー  ひよこ豆のスープ  オレンジ バレンタイン献立

３年なし

麦ごはん  麻婆豆腐  中華風コーンサラダ
お好みチップス  いよかん　食物繊維8g

黒コッペパン  ※ほうれん草のオムレツ  根菜ごまマヨサラダ
オニオンスープ  グレープゼリー 　　　　　　　　　よくかむ

　　　　　　　献立

ひじき寿司  鯖のみそホイル焼き  ごまあえ  ※ふぶき汁
フルーツゼリー　　　鉄4.8mg

けんちんうどん　 ※ししゃものごま衣揚げ  ※千草あえ
※小倉栗抹茶むしケーキ  オレンジ　ｶﾙｼｳﾑ626mg 冬野菜をたっぷり

食べよう

※あんかけチャーハン  わかめとえのき茸のスープ
※スィートポテト いよかん

※ハチミツパン  さけとチーズの包み揚げ
白菜とりんごのサラダ　きのこと豆のシチュー  いちご 冬野菜をたっぷり

食べよう

豆とゆかりのごはん  豚肉と野菜の揚げ煮
白菜の甘酢和え  なめこ汁  りんご

※カレーうどん  ※豆腐とツナのお焼き  塩昆布和え
揚げじゃがのﾋﾟｰﾅｯﾂ味噌  パイン　食物繊維8.8g ３年なし

お腹スッキリ献立

もち玄米入りごはん  家常豆腐（ｼﾞｬｰﾁｬﾝﾄｳﾌ）
茎わかめとツナのサラダ ポテトとコーンの包み揚げ  いよかん

※チーズハンバーガー  フライドポテト  シーフードサラダ
きゃべつとﾍﾞｰｺﾝのスープ  りんご 海藻類を食べよう

ごはん  さばのみそ煮  納豆和え(ほうれん草)  じゃが芋のうま煮
とろろ昆布のお吸い物  オレンジ　　　鉄4.6mg

※ミルクロール ※ ししゃもフライﾀﾙﾀﾙｿｰｽ  ほうれん草のサラダ
ミネストローネスープ  キウイフルーツ　　鉄4.1mg ３年なし

船橋食材食べて知る日

赤飯  鶏肉のたつた揚げ  おひたし
いかと里芋の煮物　※すまし汁  二色ゼリー

ソフト麺ミートソース  ポテトのチーズ焼き
わかめと野菜のスープ　カップいちご 卒業祝い献立

３年生給食終了日

豚キムチ丼  韓国風わかめサラダ
※卵スープ  ヨーグルトあえ　ｶﾙｼｳﾑ495mg

食パン  ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰｼﾞｬﾑ  白身魚のベーコンロール　のりじゃがバ
ター  小松菜のソテー  ※卵とコーンのスープ  パイン 食べて体の中から

温まろう

※オムライス  マセドニアポテトサラダ  ミニトマト
白いんげん豆乳ポタージュ  キウイフルーツ

※きなこ揚パン  四川豆腐  中華きゅうり
ワンタンスープ　いちご

３年生と１年生の
リクエスト１位の登場で

す

下線がついているのがリクエストです

２月分の給食費は全部申し込むと

３３０円×１7回＝５，６１０円

≪ひと口キャンペーン１位クラスの

リクエスト登場！

≫
各学年の１位は、１年２組 ２年４組 ３年２組となり

ました。それぞれのクラスのクエストを集計した結

果・・・

全体の順位は １位 唐揚げ

２位 カレーライス

３位 フルーツポンチ

４位 揚げパン

５位 パフェ です。

各クラスで１番多かった献立を組み合わせた日もあ

りますが、その他の少数意見も入っています。

自分がリクエストした献立が入っているかチェックし

てみてください。但し、１月の献立に入っている時は

２月に入っていないこともあります。ごめんなさい。

リクエスト献立をチェック

してみよう♪

３年１位 １年１位

２年１位

人気NO１

節分献立

和食の日

和食の日








