
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）

3

(火) 875 15.4 18.8 3.3 855 17.6 32.1 3.5

4

(水) 864 16.8 24.1 3.3 845 16 32.8 3.3

5

(木) 844 15.8 22.1 3 842 15.7 28.3 3.3

6

(金) 844 16.1 24.6 3.4 851 17.9 29.2 3.2

9

(月) 868 15.4 28.8 3 848 17.7 32.6 2.8

10

(火) 867 16 29.4 3.3 831 16.5 32.7 3.5

11

(水) 870 15.1 25 3.4 832 15.9 32.8 3.1

12

(木) 837 16.3 28.6 3.3 888 15.6 26 3

13

(金) 841 15.4 25.3 3 859 15.9 33.4 3.4

18

(水) 884 13.7 22.4 3.3 850 16.9 33.9 3.7

24

(火) 896 15.2 30.4 2.8 859 15.9 33 3.2

27

(金) 842 15.5 28 3.1 873 15.5 35.8 3.2

30

(月) 855 15 32.1 3.1 891 14.8 34.7 3.2

＊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。　 ＊給食のない日　　１７日　体育祭代休

９月分の申込票の締め切り３年生は５月２７日（月）　１・２年生は５月２９日（水）です 　　　　　　　　　１９日・２０日　期末テスト

９月分の給食費の口座引き落としは７月１日（月）です。 　　　　　　　　　２５日　市教研大会

　　　　　　　　　２６日　体育祭予備日

　　　 　　　　　　　　　

秋のおこわ  鯖の一夜干し  ごま酢あえ
もずく入りお吸い物  花みかん　鉄5.1mg

カシューナッツ揚パン  山海サラダ  鶏肉と大豆のシチュー
キウイフルーツ　食物繊維8.2g 季節の食材を味わおう

きなこおはぎ(あん入り）  さんまのかば焼き風
磯香和え  おだまき汁　ぶどう　鉄4.8mg

バンズパン  豆腐入りﾊﾝﾊﾞｰｸﾞきのこｿｰｽ  マッシュポテト
コールスローサラダ  もずくスープ  フルーツエッグ ２０日～２６日の

お彼岸にちなみ

豚キムチ丼  韓国風わかめサラダ
卵スープ  ヨーグルトゼリー　ｶﾙｼｳﾑ488mg

ガーリックトースト  なすのムサカ風グラタン
野菜たっぷりスープ　りんご 海外の料理を

体験しよう

ドライカレー  シーフードサラダ  蒸しじゃが
わかめと卵のスープ　　オレンジ

コッペパン  いちごジャム  ししゃもフライﾀﾙﾀﾙｿｰｽ
小松菜のサラダ　ミネストローネスープ  りんご　鉄4.6mg 運動するエネルギー

補給献立

麦ごはん  さつまいもコロッケ  辛子和え
大豆の磯煮  なめこ汁　りんご　鉄4.8mg&食物繊維10.3g

食パン  ピーナッツクリーム  中華風卵焼き  中華きゅうり
ワンタンスープ  花みかん 　　　　　　主食を残さず

　　　　　食べよう

麦ごはん  いわしのみそあんかけ  わかめときゅうりの酢の物
じゃが芋のそぼろ煮  八宝みそ汁  ぶどう

黒コッペパン  四川豆腐  中華和え
お好みチップス  冷凍みかん　ｶﾙｼｳﾑ482mg&鉄4.5mg 運動できる

からだを作ろう

キムチクッパ  豆あじのレモンソース  小松菜のナムル
パインアップル 　ｶﾙｼｳﾑ735mg

ソフト麺ミートソース  スパイスポテト  わかめと野菜のスープ
三色フルーツ（キウイ・梨・オレンジ）　　食物繊維8.7g 体育祭予行練習

もち玄米入りごはん  ジャーチャントウフ  茎わかめのサラダ
ポテトとコーンの包み揚げ  わかめとえのき茸のスープ  オレンジ

ミルクロール  鮭のホイル焼き  白菜とりんごのサラダ
カレークリームシチュー  つぶつぶみかんゼリー ビタミン・ミネラル補給

疲労回復献立

エビピラフ  鶏肉のしょうが焼き  ごまドレッシングサラダ
洋風わかめスープ  冷凍みかん

冷やしサラダうどん  わかさぎのマリネ  豚肉と大根の旨煮
ヤクルト　梨　　ｶﾙｼｳﾑ498mg 運動するエネルギー

補給献立

麦ごはん  鮭の味噌バター焼き  コーンのごま和え
じゃが芋のきんぴら  豆腐と小松菜のみそ汁  りんご

ブドウパン  いかと芋の大和あえ  ｶﾘｶﾘじゃこと豆腐サラダ
ミニトマト　中華風野菜スープ  オレンジ ビタミン・ミネラル補給

疲労回復献立

豆と塩昆布のごはん  具だくさん卵焼き  ピーナッツあえ
じゃが芋と揚げの味噌汁  オレンジ　鉄6mg

黒コッペパン  鰹のマスタードソースかけ
ミックスソテー　豆腐団子スープ  梨のコンポート 船橋食材を食べて

知る日「梨」

梅ごはん  カレイの揚げびたし  千草あえ
さつま汁　シャキシャキ梨ゼリー

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  キウイフルーツ 船橋食材を食べて

知る日「梨」

もち玄米入りごはん  麻婆豆腐  揚げえびシューマイ
わかめスープ　　冷凍みかん

セサミトースト  チリ・コン・カーン  ツナサラダ
パインアップル　食物繊維10.1g 　　　　　　　　　よくかむ

　　　　　　　献立

献立のめあて・行事等

２０１９年９月
日付 Ａ献立 Ｂ献立

９月分の給食は

１３回です

和食の日

船橋産

運動するためには食事も大切です。

疲れているから、暑いからといって

食事を摂らずに、水分だけになって

しまうとかえって、体力が落ちてし

まいます。

動ける体を作りたいなら、特に「糖

質（ごはんやパン・めん）」はしっ

かり食べましょう！

９月はまだまだ

暑い!!

お彼岸献立

船橋産梨


