
日 おもに体をつくる おもに体の調子を整える

曜日 もとになる食べ物 もとになる食べ物 小学校 中学校

角食パン

ピーナッツクリーム 684 828

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 18 18

ミートボールのケチャップがらめ とりにく・ぶたにく たまねぎ・しょうが・にんにく 39 37

ペンネのソテー まぐろあぶらづけ
たまねぎ・あかピーマン・きピーマン
にんにく

2.9 3.6

火 うずら卵と野菜のスープ ベーコン・うずらたまご キャベツ・にんじん・たまねぎ・セロリ

横割りロールパン

白身魚フライ たら 633 807

ボイルキャベツ キャベツ 17 17

タルタルソース 36 33

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 2.2 3.1

水 グリンピースポタージュ
ハム・ぎゅうにゅう
だっしふんにゅう・なまクリーム

たまねぎ・グリンピース

ごてんばコシヒカリごはん

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 615 793

照り焼きハンバーグ ぶたにく・とりにく・とうふ
れんこん・たまねぎ・にんじん・えのき
ほうれんそう・しょうが

14 14

五目煮豆 だいず・とりにく
にんじん・ごぼう・こんにゃく
さやいんげん

26 25

新じゃがのみそ汁 あぶらあげ・わかめ・みそ たまねぎ・ねぶかねぎ 2 2.6

木 アーモンド小魚（中学のみ） いわし

ごてんばコシヒカリごはん

ビビンバ（肉の炒め煮） ぶたにく・みそ ぜんまい・にんにく・ねぶかねぎ 619 766

ビビンバ（ナムル） だいずもやし・こまつな・にんじん 17 16

ビビンバ（きんし卵） たまご 28 25

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 2.4 2.9

金 ワンタンスープ やきぶた・ぶたにく・みそ
にんじん・たまねぎ・ねぶかねぎ
キャベツ・しょうが・しいたけ

うどん

山菜つけ汁
ぶたにく・かまぼこ・あぶらあげ
うずらたまご

にんじん・ねぶかねぎ・しいたけ
なめこ・わらび・たけのこ・しめじ

592 736

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 19 16

黒はんぺんのお茶揚げ くろはんぺん・たまご せんちゃ 33 29

春キャベツの磯和え のり ほうれんそう・キャベツ・にんじん 2.5 3.0

月

ごてんばコシヒカリごはん

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 618 807

とり肉と野菜のオイスターソース とりにく
にんにく・にんじん・たまねぎ
チンゲンサイ

17 16

えびしゅうまい えび・たら たまねぎ 28 26

サンラータン ぶたにく・たまご だいこん・にんじん・ねぶかねぎ 1.9 2.7

火

ごてんばコシヒカリごはん

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 653 823

とりザンギ とりにく にんにく・しょうが 16 15

アスパラガスのごま酢和え もやし・アスパラガス・にんじん 30 29

三平汁 さけ だいこん・にんじん・ねぶかねぎ・ごぼう 1.6 2.0

水

揚げパン

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 630 863

チリコンカン
ぶたにく・しろいんげんまめ
あかいんげんまめ

にんにく・にんじん・たまねぎ・トマト
マッシュルーム・グリンピース

15 15

コーンサラダ とうもろこし・キャベツ・にんじん 33 30

ヨーグルト ヨーグルト 2.1 3.2

木

ごてんばコシヒカリごはん

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 608 749

あじのスタミナ焼き あじ りんご・にんにく 20 20

たけのこの土佐煮 ぶたにく・かつおぶし たけのこ・にんじん 22 20

いものこ汁 とりにく・とうふ・みそ
にんじん・だいこん
ねぶかねぎ・こんにゃく

1.8 2.1

金 新元号お祝いデザート おいわいゼリー

ごてんばこめこの日　　　～新元号お祝いこんだて～

17

こめ

さとう・ごまあぶら

さとう・あぶら

さといも・あぶら

16

パン・きびざとう・あぶら

あぶら・さとう

あぶら・さとう

たべっピーの日本全国たべものの旅　今月は北海道の「ザンギ」「三平汁」

15

こめ

でんぷん・こむぎこ・あぶら

さとう・ごま

じゃがいも

14

こめ

あぶら

こむぎこ・さとう・あぶら
パンこ・でんぷん

ごまあぶら・でんぷん

あぶら・さとう・でんぷん
こむぎこ

13

うどん

あぶら

こむぎこ・あぶら

さとう

アーモンド・さとう・ごま

10

こめ

さとう・あぶら

さとう・ごまあぶら・ごま

あぶら・さとう・でんぷん

あぶら・じゃがいも・ルウ

9

こめ

こめこパンこ・さとう・あぶら
でんぷん・ごま

あぶら・さとう

じゃがいも

あぶら

8

パン

パンこ・こむぎこ・でんぷん・あぶら

タルタルソース

7

パン

ピーナッツクリーム

さとう・パンこ・でんぷん・あぶら

オリーブゆ・マカロニ

2019年度  　 ５月分 　学校給食予定献立表

御殿場市立西学校給食センター　　0550－89－2944

こんだて
おもにエネルギーの 栄養価

もとになる食べ物

２こ

5、6年と中学生は、
あげパンの他に
ロールパンがもう
１本つきます。

小 ２こ
中 ３こ



日 おもに体をつくる おもに体の調子を整える

曜日 もとになる食べ物 もとになる食べ物 小学校 中学校
こんだて

おもにエネルギーの 栄養価

もとになる食べ物

麦ごはん

チキンカレー とりにく・だっしふんにゅう
たまねぎ・にんじん・グリンピース
にんにく・しょうが・りんご

616 763

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 14 13

枝豆とコーンのソテー えだまめ・とうもろこし・にんじん 23 21

福神漬け
だいこん・きゅうり・なす・れんこん
しょうが・しそのは

2.4 3.1

月

角食パン

りんごジャム 648 788

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 18 18

ホキのマスタード焼き ホキ 38 37

コールスローサラダ キャベツ・にんじん・とうもろこし 2.9 3.5

火 ポトフ とりにく・ウィンナー たまねぎ・にんじん・セロリ

ごてんばコシヒカリごはん

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 679 872

大豆ナゲット だいず にんにく 15 15

肉じゃが ぶたにく・さつまあげ
たまねぎ・にんじん・しらたき
さやえんどう

27 26

ひじき和え ひじき こまつな・キャベツ・にんじん・しそのみ 1.7 2.3

水

ごてんばコシヒカリごはん

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 618 776

春キャベツのホイコーロー ぶたにく・みそ
キャベツ・ピーマン・あかピーマン
にんにく・しょうが

16 15

焼きぎょうざ ぶたにく・とりにく キャベツ・しょうが・にら 27 25

たけのことはるさめのスープ とりにく もやし・にんじん・ねぶかねぎ・たけのこ 1.8 2.2

木

お茶入り角食パン

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 624 752

クリームシチュー
とりにく・ぎゅうにゅう
なまクリーム・だっしふんにゅう

たまねぎ・にんじん・グリンピース
マッシュルーム

16 16

アーモンドサラダ
キャベツ・にんじん・きゅうり
とうもろこし

37 36

ニューサマーオレンジ ニューサマーオレンジ 2.2 2.8

金

ソフトめん

ミートソース ぶたにく・こなチーズ
しょうが・にんにく・たまねぎ・トマト
にんじん・マッシュルーム・パセリ

680 829

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 15 15

イタリアンサラダ
キャベツ・きゅうり・あかピーマン
とうもろこし

25 23

手作りココア蒸しパン 2.5 3.0

月

ごてんばコシヒカリごはん

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 613 771

揚げ出し豆腐の肉みそかけ とうふ・とりにく・みそ しょうが・はねぎ 16 15

つきこんにゃくの炒り煮 ぶたにく
にんじん・ごぼう・つきこんにゃく
さやいんげん

29 25

かきたま汁 たまご・かまぼこ えのきたけ・にんじん・こまつな 2.5 2.8

火

ごてんばコシヒカリごはん

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 619 771

白身魚と大豆のねぎソースあえ ホキ・だいず ねぶかねぎ・にんにく 17 16

中華サラダ にんじん・もやし・きゅうり 28 25

わかめスープ わかめ・とうふ・かまぼこ にんじん・えのきたけ 2.4 2.8

水

角食パン

チョコクリーム 606 739

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 16 16

チーズオムレツ たまご・チーズ 36 34

新じゃがとアスパラのカレーソテー ベーコン アスパラガス 2.9 3.6

木 ミネストローネ ウィンナー
にんじん・たまねぎ・セロリ・キャベツ
トマト・パセリ・にんにく

エネルギー(kcal) 650 830
たんぱく質(%) 13～20 13～20

しぼう(%) 20～30 20～30

食塩（ｇ） 2.0 2.5

※ごはんは、すべてごてんばコシヒカリ１００％です。

オリーブゆ

※都合により、献立内容を変更させていただく場合があります。

基　準　量
※上記の食品以外にも使用する場合があります。 アレルギー食材の確認など詳細につきましては、
　 西学校給食センターにお問い合わせください。                         
※１７日の「いものこ汁」は、たくみの郷で作られた手作りみそを一部使用する予定です。

30

パン

チョコクリーム

でんぷん・さとう・あぶら

あぶら・じゃがいも

29

こめ

でんぷん・あぶら
さとう・ごまあぶら

さとう・ごまあぶら・あぶら

28

こめ

あぶら・でんぷん・さとう

ごまあぶら・あぶら・さとう

でんぷん

27

ソフトめん

あぶら・こむぎこ
バター・さとう

こむぎこ・あぶら
さとう・でんぷん

24

パン・りょくちゃこ

あぶら・こむぎこ・バター
じゃがいも

アーモンド・あぶら・さとう

23

こめ

あぶら・さとう・でんぷん

あぶら・こむぎこ・だいずこ

はるさめ・あぶら

じゃがいも・あぶら

22

こめ

さとう・でんぷん・あぶら

じゃがいも・あぶら・さとう

さとう・あぶら

21

パン

りんごジャム

マヨネーズ

ドレッシング

✽✽✽　ふじのくに地産地消（ちさんちしょう）週間（１９日～２３日）　✽✽✽

20

こめ・むぎ

あぶら・じゃがいも
カレールウ

オリーブゆ

さとう

小 ２こ
中 ３こ

２こ

ごてんばこめこ


