
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）

2

(月) 853 34.7 21.1 3.1 834 32.4 32.5 3.3

3

(火) 886 36.3 24 3.4 850 33.4 32.5 3.1

4

(水) 食物繊維9.3g 880 30.4 22.9 2.7 841 35.4 31.9 3.3

5

(木) 865 32.3 28.5 3.1 873 39.1 34.4 3.2

6

(金) ｶﾙｼｳﾑ783mg 834 33.2 26 2.9 835 34.7 31.8 3.4

10

(火) 893 33.6 23.2 2.5 832 39.1 30.1 3.3

11

(水) 847 34.4 30.7 3 852 34.9 35.2 3.3

12

(木) ｶﾙｼｳﾑ503mg 880 31.3 24 3 846 34.8 32 3.4

13

(金) 836 33.8 29.7 3.1 ｶﾙｼｳﾑ616mg 833 32.9 35.3 3.3

16

(月) 884 32.3 27.4 2.9 831 33.8 29.4 3.1

17

(火) 879 34.1 27.8 2.8 850 37.5 34.7 3.3

18

(水) 868 34.8 26.3 3.1 880 32.2 28.5 3.3

19

(木) 892 33.1 27.9 3.1 839 36.4 34.3 3.2

20

(金) 878 32.6 27.7 2.7 882 35.7 35.9 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。　

１２分の申込票の締め切りは９月３０日（月）です。 １２月分の給食費の口座引き落としは１０月３１日（木）です。

献立のめあて・行事等

２０１９年１２月
日付 Ａ献立 Ｂ献立

麦ごはん  サケのチャンチャン焼き  ごまあえ  肉じゃが
のりのみそ汁　　りんごゼリー

食パン  ブルーベリージャム  豆腐のツナサンドフライ
わかめとコーンサラダ  ミニトマト  洋風春雨スープ  キウイ 体の中から温まろう

クッパ  チーズトッポギ  いかの韓国風照り焼き
小松菜のナムル　三日月みかん

ラーメン  豆あじの南蛮漬け  中華和え
いもとｱｰﾓﾝﾄﾞのおやき　三日月みかん　ｶﾙｼｳﾑ733mg ひと口キャンペーン

リクエスト　Ａ献立

もち玄米入りごはん  かぼちゃコロッケ  かぶの胡麻マヨネーズ
ひじきの五目煮  なめこ汁  三日月みかん

ハチミツパン  ほうれん草とﾍﾞｰｺﾝのｷｯｼｭ  きのこのサラダ
大豆とポークのカレーシチュー りんご　食物繊維8.8g お腹スッキリ献立

たらこごはん  豆腐団子のきのこソース  おかか和え
お吸い物　ごまプリン

ミルクロール  タラのオーロラソース焼き  フライドポテト
アーモンドサラダ  オニオンスープ  オレンジ 季節の味を

楽しもう♪

もち玄米入りごはん  豆アジのレモンソース  船橋和え
五目煮豆　大根と揚げのみそ汁  りんご

食パン  イチゴジャム  芋と豆腐のミートグラタン
かぶのサラダ　もずくスープ  キウイフルーツ はしの使い方を

確認しよう

麦ごはん  カレーマーボー豆腐  ポテト春巻き
小松菜とコーンのごま和え  オレンジ　　鉄4.9mg

黒コッペパン  鮭のムニエル  ベジタブルソテー
豆腐と白菜のスープ　ヨーグルトゼリー 冬野菜を食べよう

ひじきごはん  鯖のごま味噌焼き  パリパリ漬け
けんちん汁  花みかん

コッペパン  ピーナッツクリーム  豆腐のナゲット
茎わかめのサラダ　卵とコーンのスープ  オレンジ 　　　　　　　　　よくかむ

　　　　　　　献立

麦ごはん  ししゃものﾋﾟｰﾅッﾂｿｰｽ  わさび和え  切干大根の煮物
じゃが芋とわかめのみそ汁  豆乳フルーツゼリー

はちみつトースト  洋風おでん（カレー味）
かぼちゃのベーコン巻き　えびとわかめのサラダ  りんご 「よくかむ」ことを

意識して食べる日

和風ツナごはん  ふくさ卵  白菜のゆず香和え
芋煮汁　りんご

さつま芋パン  豆腐のチリソース  韓国風わかめサラダ
ハムと青菜のスープ  キウイフルーツ Ｂ献立のさつま芋パンは

期間限定です

麦ごはん  酢豚  わかめときゅうりの酢の物
キムチスープ　三日月みかん

きのこスパゲティ（和風味）  ジャックポテト  トマトスープ
フルーツヨーグルトぶどう　　食物繊維8.7g 塩分に注目！

減塩を考える日

ｲﾝﾃﾞｨｱﾝﾗｲｽﾎﾜｲﾄｿｰｽかけ  ポテトのフライドサラダ
ひよこ豆のスープ　オレンジ

ﾛｰﾙﾄｰｽﾄ(ﾊﾑﾁｰｽﾞ&ﾚｰｽﾞﾝﾊﾞﾀｰ  カレイの唐揚げ  わかめのサラダ
野菜たっぷりスープ  キウイフルーツ 体の中から温まろう

ごはん  ぶりのゆずみそ焼き  芋と青菜の納豆和え
きんぴらごぼう　きのこ汁  花みかん　鉄5mg

ブドウパン  四川豆腐  茎わかめのバンサンスー
大学いも  三日月みかん 豆製品を

食べよう

麦ごはん  ジャンボ揚げぎょうざ  キムチと生揚げのみそ炒め
わかめとえのき茸のスープ  フルーツカップ

パングラタン  ブロッコリーサラダ  スパイスポテト
いんげん豆のスープ  キウイフルーツ ３年生給食なし

「食育の日」

オムライス  フレンチサラダ  白いんげん豆乳ポタージュ
オレンジゼリー

　　　　　　　　　ロールパン  エビフライ  小松菜のソテー
　　　　　　　　レンズ豆とトマトのスープ　お星さまラスク ひと口キャンペーン

リクエスト１位献立

１２月の給食回数は1４回です

船橋食材

和食の日

１２月も、ひと口キャンペーン優勝クラス

３年３組＆２年３組のリクエストが登場しています。

リクエストには下線が引いてあります。お楽しみに♪

和食の日

和食の日


