
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 食塩相当量 ｴﾈﾙｷﾞｰ ﾀﾝﾊﾟｸ質 脂肪 食塩相当量

(Kcal) （%） （％） （ｇ） (Kcal) （%） （％） （ｇ）

7

(火) 888 16.3 29.5 2.9 867 17.7 32 3

8
　　　　　　　　　よくかむ
　　　　　　　献立

(水) 865 15.8 31.7 2.9 840 15.8 30.9 2.8

9

(木) 855 15.2 24.8 2.8 831 16.3 34.8 3.1

10

(金) ｶﾙｼｳﾑ654mg 876 15.3 29.6 2.8 847 16.6 31.6 3.1

14

(火) 856 16.3 21.4 2.8 841 15.8 33 3.2

16

(木) 835 15.1 28.1 2.9 860 17.4 31.4 3.2

17

(金) 863 15.9 29.9 2.8 861 14.7 30 3

20

(月) 836 15.6 27 2.8 893 17.4 34.7 2.9

21

(火) 838 15.8 27.4 2.9 854 17.4 35.4 2.9

22

(水) 891 13.9 25.4 2.9 851 17.3 27 3.4

23

(木) 872 14.4 24.4 2.5 832 17.2 35.7 3.2

24

(金) 844 17.9 22 3 875 15.9 33.6 3

27

(月) 878 17.2 23.4 3.1 833 18.5 32.3 3

28

(火) 839 15.6 28.6 2.9 846 16.4 31.7 3.2

29

(水) 食物繊維8.1g 857 14.9 23.7 2.9 857 17.1 35.2 3.1

30

(木) 892 14.4 28.3 2.6 881 17.5 31.2 3.2

31

(金) 876 15.5 26.6 3 840 17.4 34.9 2.9

＊学校給食実施基準を受けて、献立表のたんぱく質と脂肪の表示は『％』になっています。

＊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。　

１月分の申込票の締め切りは１０月３０日（水）です。

＊給食のない日　　　１５日　千教研

献立のめあて・行事等

令和２年１月
日付 Ａ献立 Ｂ献立

　　　　　            七草がゆ  さばの香味あげ  五目煮豆
                     　　 にんじんキツネしりしり　花みかん

ピーナッツバターサンド  鮭のムニエル  蒸しじゃが
小松菜のソテー　キャベツと鶏肉のスープ  花みかん 行事食を体験

七草

麦ごはん  鶏肉の韓国風照り焼き  茎わかめの和え物
根菜のごまキムチ汁  りんご

ハチミツパン  小松菜メンチ  シルバーサラダ  ＡＢＣスープ
オレンジ

麦ごはん  いわしのみそあんかけ  かぶのゆず香和え
じゃが芋のそぼろ煮  八宝みそ汁  オレンジ

ミルクロール  豆腐とツナのお焼き  中華風コーンサラダ
中華風野菜スープ  クリーム寒天ブルーベリー 　　歯に栄養

　　献立

さつまいもごはん  生揚の肉詰め煮  千草あえ
大根と揚げのみそ汁　いよかん　鉄6.2mg

食パン  イチゴジャム  レバーのレモンソース　鉄8.9mg
ブロッコリーたらこソース  カレーポトフ  パインアップル 貧血予防献立

鉄分たっぷり

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

ロールパン  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  オレンジ 行事食を体験

小正月

麦ごはん  竹輪の天ぷら  きゅうりとわかめの酢しょうゆ漬
生揚げのみそ炒め　  むらくも汁  花みかん

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  いよかん 体の中から温まろう

えびドリア  ツナとほうれん草のサラダ
レンズ豆のスープ  いよかん　ｶﾙｼｳﾑ460mg

ブドウパン  小あじのマリネ  ポテトサラダ(ﾏﾖﾈｰｽﾞ味)
ミネストローネスープ　 キウイフルーツ　ｶﾙｼｳﾑ662mg 3年生給食なし

カルシウムをしっかり

切り干し大根ごはん  具だくさん卵焼き  白菜の甘酢和え
里芋と揚げの味噌汁  りんご　食物繊維8g

食パン  リンゴジャム  鮭フライ  かぶのサラダ
ジャーマンポテト　イタリアンスープ  いちご 季節の食材を楽しもう

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

バタートースト  シーフードサラダ  鶏肉と豆のトマトカレー煮
シュガーアーモンド  オレンジ　食物繊維10.9g 船橋食材を食べて

知る日「小松菜」

バターライス  白花豆のコロッケ  青菜の胡麻マヨネーズ
トマトスープ　キウイフルーツ　食物繊維8.8g

ソフト麺辛みそソース  豆腐ステーキ中華あん
きゅうりとわかめの中華和え  いよかん 豆＆豆製品を食べよう

麦ごはん  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　　鉄4.4mg

ブドウパン  生揚きのこトマトチーズ焼  グリーンサラダ
もずくスープ　オレンジ　ｶﾙｼｳﾑ655mg&鉄5mg 健康な食事考えよう

栄養価をチェック！

ごましらすおにぎり  鮭の塩焼  浅漬
茎わかめのきんぴら  さつま汁　花みかん

コッペパン  いちごジャム  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

卵どんぶり  からし和え  打ち豆入具だくさんみそ汁
フルーツゼリー　鉄5.2mg

黒コッペパン  はがつおのマヨネーズ焼き  チーズマッシュポテト
キャロット・ラぺ  わかめと野菜のスープ  いちご 学校給食週間

良いマナーで食べよう

もち玄米入りごはん  きのこ入りハンバーグ  大根おろし添え
ごまあえ  大豆の磯煮  小松菜のみそ汁  いよかん

きなこ揚パン  きびなごの唐揚げ  春雨サラダ
ワンタンスープ　オレンジ 学校給食週間

季節の食材を知ろう

麦ごはん  ししゃものピリ辛ソース  レバニラ炒め
卵とコーンのスープ　りんごゼリー　鉄6.8mg

タマゴサンド  豚肉と大豆のトマト煮  大根サラダ（ツナ入り）
キウイフルーツ　鉄4.3mg&食物繊維10.3g 貧血予防献立

鉄分たっぷり

麦ごはん  えびのれんこんはさみ揚げ  青菜のみぞれちりめん和え
里芋のそぼろ煮  わかめと卵のみそ汁  いちご

ミルクロール  鰆のバター焼き  白菜とりんごのサラダ
きのこと豆のシチュー  キウイフルーツ 学校給食週間

地産地消を知ろう

ポークカレーライス  ｶﾘｶﾘじゃこと豆腐サラダ
白いんげん豆のスープ　オレンジ

野菜あんかけ焼きそば  鮭と芋のごまみそがらめ
わかめときゅうりの酢の物  杏仁豆腐　ｶﾙｼｳﾑ482mg 学校給食週間

人気メニュー対決

行事食

七草

行事食

小正月

給食の始まり 昔の給食

和食の日

１月の給食回数は

１７回です

昔の給食

🍊給食は生きた教材です🍊
献立表をよく見て、自分の食事について考え、選択できる

力をつけてもらうことを目標としています。選んでも食べ

ないのでは意味がありません。

いろいろな食材にチャレンジしましょう！！


