
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） （％） （ｇ） (Kcal) （ｇ） （％） （ｇ）

10

(水) 872 31.3 28.2 2.9 832 31.6 32.5 2.9

11

(木) 835 33 25.1 3.4 833 32.2 33.6 3.2

12

(金) 891 32.8 26.1 3.1 875 32.8 36.4 3.4

15

(月) 841 32 27.4 2.9 855 38.9 33.5 3.3

16

(火) ｶﾙｼｳﾑ671mg 831 30.1 23.2 3 853 34.9 31.8 3.2

17

(水) 844 33.7 26.3 3.4 845 33.1 34.9 2.6

18

(木) 877 33 28.3 3.1 870 34.9 28.3 3.3

19

(金) 食物繊維10.9g 872 30.1 22.7 2.9 ｶﾙｼｳﾑ552mg 833 34.9 34.5 3.5

22

(月) 850 30.2 25.1 3.1 869 35.3 27.2 3.1

23

(火) ﾋﾞﾀﾐﾝC73mg 846 32.7 21.3 2.9 882 35.4 35.2 2.9

25

(木) 鉄4.6mg 850 34.5 27.1 2.9 872 34.6 33.9 3.3

26

(金) 888 32 26 3.2 850 36.1 30 3.7

４月分の申込票の締め切りは１月２９日（火）です。

４月分の給食費の口座引き落としは２月２８日（木）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、アレルギー食品使用一覧表をよく確認してから、

お申込みください。新規で配布を希望される場合は、担任まで申し出てください

＊給食のない日　　　２４日　千教研

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 　▲は卵を使っていないマヨネーズ使用

平成３１年４月
日付 Ａ献立 Ｂ献立

麦ごはん  和風ごまハンバーグ  おひたし  きんぴらごぼう
むらくも汁　　フルーツプリン　　ｶﾙｼｳﾑ486mg&鉄4.3mg

いちごクリームサンド  シーフードサラダ  コーンシチュー
二色フルーツ（キウイ・河内晩柑） 新年度の

スタートです♪

花見寿司  白身魚とじゃが芋の揚げ煮  からし和え
若筍汁（みそ味）　　いちご　　鉄4.4mg

ミルクロール  ししゃもパン粉焼きﾄﾏﾄｿｰｽ
ポテトのフライドサラダ　　オニオンスープ  キウイフルーツ 　　　　　　　　　よくかむ

　　　　　　　献立

トマトライスｼｰﾌｰﾄﾞ入りﾎﾜｲﾄｿｰｽかけ  ミックスサラダ 
ジュリエンヌスープ　パインアップル　　ｶﾙｼｳﾑ482mg

黒コッペパン  たらと豆腐のナゲット  チキンサラダ 
ひよこ豆のスープ　クリーム寒天ｲﾁｺﾞｿｰｽ 🐟魚🐟を食べよう

献立

麦ごはん  キムチと生揚げのみそ炒め  竹輪の磯辺揚げ
中華風コーンサラダ  オレンジ

食パン  ピーナッツクリーム  鮭のマヨネーズ焼き  ミックスソテー
わかめと野菜のスープ　 グレープフルーツ 　　　　　　　　　よくかむ

　　　　　　　献立

ごはん  豆あじのﾋﾟｰﾅﾂがらめ  きゅうりの土佐和え
大豆の磯煮　沢煮わん  キャロットゼリー

エッグトースト  ポークビーンズ
フレンチサラダ  キウイフルーツ　　　食物繊維10.2g 和風洋風どちらを選ぶ

豆を食べよう

たけのこごはん  からくさ焼き  青菜の胡麻マヨネーズ
粉ふき芋　あさりの味噌汁  甘夏みかん　鉄5.8mg

キャラメル揚パン  山海サラダ  ミニトマト
鶏肉と大豆のシチュー　オレンジ 旬の食材を味わう日

ポークカレーライス  アスパラのベーコン巻き
洋風わかめスープ　オレンジ

ブドウパン  白身魚の手まり揚げ  小松菜のナムル 
わかめスープ　パインアップル 野菜をしっかり

食べよう

麦ごはん  白花豆のコロッケ  千切り野菜  切干大根の煮物
豆腐とわかめのみそ汁  キウイフルーツ

コッペパン  いちごジャム  家常豆腐（ｼﾞｬｰﾁｬﾝﾄｳﾌ）
中華風コーンスープ  アーモンドじゃこ  りんご 毎月１９日は

「食育の日」

ワカメごはん  かわり巻き  かぶのサラダ 
八宝みそ汁　パインアップル

ソフト麺ﾄﾏﾄあさりソース  オムレツ  蒸しじゃが
ツナとわかめのサラダ  河内晩柑 海藻を食べよう

麦ごはん  焼きししゃも  納豆和え（のり） 
肉じゃが　きゃべつのみそ汁　みかんゼリー

ミルクロール  すずきのマリネ  ▲ポテトサラダ(ﾏﾖﾈｰｽﾞ味)
ミネストローネスープ　 オレンジ 🐟魚🐟を食べよう

献立

もち玄米入りごはん  鯖のごまだれ焼き  きゃべつのからし和え
ひじきの五目煮  かきたま汁  パインゼリー

　　　　　　　　▲二色サンド(ﾊﾁﾐﾂﾊﾞﾀｰ&ﾂﾅ)  キャベツメンチ
　　　　　　　　　小松菜のソテー　ＡＢＣスープ  オレンジ

船橋の食材を
食べて知る日
「きゃべつ」

キムチビビンバ  ポテト揚げぎょうざ
わかめとえのきのスープ　河内晩柑

たらこといかのスパゲティ（のり）　 ひじきのマリネ
コンソメスープ　アーモンドマフィン 海藻を食べよう

船橋産きゃべつ

４月の給食費は「船橋市学校給

食納入通知書」をご確認ください。

４月の給食回数は12回です。

食器の置き方＆正しいはしの

持ち方ができると、自然と、食

べる姿勢も良くなるよ♪

和食の基本的な食器の置き方です

配膳

和食の日

和食の日

食べる前から「嫌い！美味しくない！」

と決めないで😢

船橋産のり

船橋産のり


