
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）

1

(月) 868 14 24.9 2.5 851 15 34.6 2.8

2

(火) 861 17 27.5 2.5 860 16 34.5 3.2

4

(木) 881 16 26.2 2.7 844 14 29.4 3.1

5

(金) 871 14 24.5 2.8 846 17 28.6 3.1

8

(月) 882 15 28.6 2.7 830 19 29.1 3.4

9

(火) 876 15 24.1 2.8 830 19 32.7 3.3

10

(水) 851 17 28.2 3.3 848 17 31.3 3.4

11

(木) 883 14 22.9 3.2 848 17 35.7 3.3

12

(金) 879 15 28.9 3.2 836 15 27.8 3.4

16

(火) 887 15 28.4 3.3 845 17 31.5 3.2

17

(水) 843 15 26.7 2.8 864 14 32.6 3

18

(木) 889 14 26.6 3.3 842 18 34.8 3.3

＊学校給食実施基準の変更を受けて、今月の献立表からたんぱく質の表示は『ｇ』から『％』に変更いたしました。

＊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。　

７月分の申込票の締め切りは４月２３日（火）です。

７月分の給食費の口座引き落としは５月３１日（金）です。 ＊給食のない日　３日　　千教研

　　　　　　　　

夏バテ防止の鍵は『野菜』

もち玄米入りごはん  ニラ入りあんかけ卵焼き　キムチスープ
きゅうりとﾜｶﾒの中華和え   カップ杏仁ｱﾌﾟﾘｺｯﾄｿｰｽ

ミルクロール  酢豚  ツナのパリパリロール
わかめとえのき茸のスープ  冷凍みかん 　　　　　　　　　よくかむ

　　　　　　　献立

野菜カレーライス（枝豆入り）  わかさぎのマリネ
わかめスープ  すいか

　　　　　　ヘルシーバーガー  ツナと茎わかめのサラダ
　　　　　　　　ＡＢＣスープ  枝豆　オレンジ 船橋食材を食べて

知る日「枝豆」

ねぎ塩豚丼  辛子和え  じゃが芋のごま味噌あえ
卵スープ  すもも　（ビタミンB1中心スタミナ追加メニュー）

冷やしきつねうどん  かき揚げ  野菜と鶏の磯香和え
フルーツ白玉ポンチ　（エネルギー充電糖質中心メニュー） 総合体育大会前

おすすめ献立

ワカメごはん  枝豆入りつくね  みもざ和え 
沢煮わん  栗ごまプリン　ｶﾙｼｳﾑ504mg&鉄4.6mg

コッペパン  あんずジャム  魚の香味パン粉揚げ  グリーンサラダ
ミネストローネスープ  パインアップル 野菜もしっかり

食べよう

あなごごはん  ふくさ卵  おひたし  鉄5.2mg
ひたし豆  めかぶのみそ汁　冷凍みかん

黒コッペパン  すずきのレモンソース  ひじきのマリネ
チキンカレーシチュー  グレープフルーツ 主食をしっかり

食べよう

ごはん  かぼちゃコロッケ  千キャベツ  ミニトマト
大豆の磯煮　道産子汁　  オレンジ　　食物繊維9.1g

ブドウパン  生揚きのこトマトチーズ焼  フレンチサラダ
もずくスープ　すもも　ｶﾙｼｳﾑ650mg&鉄5.2mg お腹スッキリ献立

バターライスｼｰﾌｰﾄﾞｿｰｽ  ポテトのフライドサラダ
ひよこ豆のスープ　オレンジ　ｶﾙｼｳﾑ493mg

ブドウパン  鮭のカレームニエル  ベジタブルソテー
鶏団子スープ　すいか 🐟魚🐟を食べよう

麦ごはん  めばるの唐揚げ  ごま酢あえ  夏野菜の挽肉いため
じゃが芋のみそ汁  パインゼリー

のりじゃこトースト  ブロッコリーのレモン和え
豚肉と大豆のトマト煮　オレンジ　ｶﾙｼｳﾑ584mg＆鉄4.7mg 　　　　　　　　　よくかむ

　　　　　　　献立

ごはん  鯖のごまだれ焼き  塩昆布和え  五目きんぴら
打ち豆入具だくさんみそ汁  冷凍みかん　鉄4.6mg

コッペパン  ピーナッツクリーム  ポテトのツナサンドﾌﾗｲ
カラフルソテー  洋風春雨スープ  メロン　鉄4.3mg 貧血予防献立

枝豆と梅のごはん  手作りがんも  茎わかめのサラダ
そうめん汁　ミックスフルーツゼリー

小松菜とエビのスパゲティ  ｶﾘｶﾘじゃこと豆腐サラダ
レンズ豆とトマトのスープ  米粉のチーズスコーン 　　　　七夕献立

　　　　星を探せ

麦ごはん  いもの肉巻き野菜あんかけ  大根とほたてのマヨサラダ
ミニトマト  むらくも汁  ミルクピーチゼリー

ミルクロール  わかさぎのｱｰﾓﾝﾄﾞがらめ  中華風パリパリサラダ
なすと生揚げの中華炒め  冷凍みかん　ｶﾙｼｳﾑ573mg 塩分について

考えよう献立

もち玄米入りごはん  豆あじの南蛮漬け  大根のナムル
えびと豆腐の中華煮  パインアップル　ｶﾙｼｳﾑ716mg

ハチミツパン  トマトチーズオムレツ  コールスローサラダ
かぼちゃのシチュー  オレンジ　ｶﾙｼｳﾑ484mg カルシウムを

しっかりとろう

献立のめあて・行事等

２０１９年７月
日付 Ａ献立 Ｂ献立

よく献立を見て

選びましょう！

給食の献立を選択する時に
食物アレルギーのある方は、対象食材が含まれる

献立は申込みができません。

詳細な献立をご確認のうえ、お申込みください。

７月の給食は12回です

船橋産枝豆

和食の日

これなら簡単！

手軽にできる野菜の

量アップ作戦


