
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

ごてんばコシヒカリごはん

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 668 857

マーボー豆腐 ぶたにく・とうふ・みそ にんにく・しょうが・にんじん・たまねぎ
ねぶかねぎ・しいたけ・たけのこ

16 15

野菜しゅうまい とりにく・ぶたにく
とうもろこし・にんじん・たまねぎ
ほうれんそう・しょうが

27 26

冷凍みかん みかん 1.8 2.0

月

角食パン

いちごジャム 638 765

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 15 15

ポークビーンズ だいず・ぶたにく・こなチーズ にんじん・たまねぎ・グリンピース
にんにく・トマト

27 25

コーンフライ とうもろこし 2.1 2.6

火 サイダーゼリーあえ みかん・パイン・おうとう

丸型横割りパン

白身魚フライ（タルタルソース） たら 667 840

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 17 17

肉団子と野菜のスープ とりにく にんじん・たまねぎ・キャベツ・セロリ
さやいんげん

39 36

手作りアップルパイ だっしふんにゅう りんご・シナモン 2.0 2.8

木

ごてんばコシヒカリごはん

夏野菜カレー ぶたにく・だっしふんにゅう しょうが・にんにく・かぼちゃ・なす・トマト
たまねぎ・にんじん・えだまめ・りんご

669 819

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 13 12

カリカリひよこ豆 ひよこまめ 30 27

福神漬け だいこん・きゅうり・なす・れんこん
しょうが・しそ

2.6 3.2

金

ごてんばコシヒカリごはん

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 612 778

あじフライ（ソース） あじ 15 14

きゅうりとコーンのサラダ
（ドレッシング）

きゅうり・にんじん・とうもろこし 27 23

とうがんの磯香スープ とりにく・のり・なるとまき とうがん・にんじん・ねぶかねぎ 2.4 2.8

月

黒糖入り角食パン

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 665 807

とり肉のラタトゥイユソースがけ とりにく・こなチーズ
たまねぎ・トマト・ズッキーニ・あかピーマン
きピーマン・なす・マッシュルーム・にんにく

15 15

ウインナーと野菜のソテー ウインナー キャベツ・とうもろこし 30 28

フルーツポンチ みかん・パイン・おうとう・りんご 1.8 2.2

火

メロンパン

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 630 872

ツナマヨオムレツ たまご・まぐろあぶらづけ 15 14

マカロニカレースープ とりにく にんじん・たまねぎ・セロリ・さやいんげん 35 34

冷凍アップル りんご 2.5 3.1

水

ごてんばコシヒカリごはん

ガパオライスの具 とりにく たまねぎ・ピーマン・あかピーマン
きピーマン・こまつな・バジル・にんにく

675 890

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 14 13

春巻き ぶたにく にんじん・たまねぎ・キャベツ・しょうが
しいたけ

36 33

フォースープ ぶたにく にんじん・もやし・キャベツ・ねぶかねぎ 1.7 2.4

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 613 755

さばのおろしそ風味 さば だいこん 18 17

豚汁 ぶたにく・とうふ・あぶらあげ
みそ

にんじん・たまねぎ・ねぶかねぎ・ごぼう
こんにゃく

27 24

冷凍マンゴー マンゴー 1.6 1.9

金

中華めん

豆乳坦々めんスープ ぶたにく・みそ・とうにゅう ねぶかねぎ・にんじん・たけのこ・にんにく
しょうが・ちんげんさい・しいたけ

609 748

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 17 17

もやしのナムル（ドレッシング） もやし・きゅうり・にんじん 25 23

フルーツ杏仁 みかん・パイン・おうとう 3.4 3.8

月

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

しぼう(%) 20～30 20～30

※ごはんは、すべてごてんばコシヒカリ１００％です。 食塩（ｇ） 2.0 2.5

※７月までの実施回数　原里小・・41回、玉穂小・・41回、御殿場小41回、印野小41回、原里中41回、西中41回

令和２年度  　８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

3

こめ

あぶら・さとう・でんぷん・ねぎあぶら

でんぷん・パンこ・こむぎこ・さとう

4

パン

いちごジャム

じゃがいも・あぶら・さとう

こむぎこ・パンこ・あぶら・さとう

サイダーゼリー

20

パン

パンこ・こむぎこ・でんぷん・あぶら
とうもろこしこ・タルタルソース

じゃがいも・あぶら・パンこ
でんぷん・さとう

さとう・こむぎこ・あぶら

21

こめ

あぶら・ルウ

でんぷん・あぶら

さとう

24

こめ

こむぎこ・パンこ・あぶら

ドレッシング

ねぎあぶら

25

パン・こくとう

オリーブゆ

オリーブゆ

しらたまもち・りんごジュース
サイダー・ももゼリー・りんごゼリー
ぶどうゼリー・とうにゅうゼリー

26

メロンパン

マヨネーズ・さとう・でんぷん・あぶら

マカロニ・あぶら・じゃがいも

27

こめ

あぶら

あぶら・こむぎこ・はるさめ・さとう
でんぷん・こめこ

あぶら・こめこ・でんぷん

28

こめ

さといも・あぶら

31

ちゅうかめん

あぶら・さとう・ごま・ラーゆ
でんぷん

ドレッシング

あんにんどうふ

※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。                         

ごてんばこめこ

２こ


