
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

うどん

おろしきのこつけ汁
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・なめこ・しめじ
だいこん

708 869

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 18 18

とり天 とりにく 38 36

キャベツのゆかり和え キャベツ・きゅうり・にんじん・ゆかり 2.4 3

牛乳プリン

月 福豆（中３のみ） ふくまめ

ごてんばコシヒカリごはん

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 612 752

五目厚焼き玉子 たまご・とりにく・もずく にんじん・たけのこ・しいたけ 16 15

こんぶの炒め煮
こんぶ・ぶたにく・さつまあげ
あぶらあげ

にんじん・しいたけ・しょうが 24 21

いわしのつみれ汁 みそ・いわし・たら だいこん・ごぼう・にんじん・ねぶかねぎ 2.5 2.8

火 福豆（小、中１～２年のみ） ふくまめ

バターロール型パン

チョコクリーム 630 819

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 15 15

冬野菜のシチュー
とりにく・ぎゅうにゅう
だっしふんにゅう・なまクリーム

たまねぎ・にんじん・かぶ・はくさい
パセリ

40 38

わかさぎのフリッター わかさぎ・あおさ・おきあみ 1.8 2.6

木 いちご いちご

ごてんばコシヒカリごはん

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 585 789

えび春巻き えび くわい・にんじん・にんにく・しょうが 14 13

もやしと青菜のナムル もやし・こまつな・にんじん 28 27

チゲ風豚汁 ぶたにく・とうふ・あぶらあげ・みそ
にんじん・ごぼう・だいこん
はくさいキムチ

2.4 2.9

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 626 811

れんこんのはさみ揚げ とりにく れんこん・たまねぎ・しいたけ 15 14

大根と豚肉の煮物 ぶたにく・さつまあげ・こんぶ こんにゃく・だいこん・にんじん・しいたけ 27 26

ごまみそ汁 とうふ・だいず・みそ にんじん・ねぶかねぎ・しめじ 2.1 2.8

月

黒糖入り角食パン

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 629 849

ロールキャベツ とりにく・ぶたにく キャベツ・たまねぎ・にんじん 18 16

ツナとマカロニのソテー 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

31 33

ポトフ とりにく・ウインナー たまねぎ・にんじん・さやいんげん 2.9 3.4

火 メープルフィナンシェ（中のみ）

さくらごはん

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 674 851

かつおフライ／ソース かつお 15 15

水掛菜の煮びたし あぶらあげ・かつおぶし はくさい・みずかけな 25 23

かきたま汁 たまご・とうふ えのきたけ・にんじん・ねぶかねぎ 2.1 2.4

水 抹茶クリーム大福

玄米入りうずまき型パン

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 584 769

いわしのから揚げ カレー風味 いわし しょうが 19 18

栄養たっぷりひじきサラダ ひじき・チーズ ほうれんそう・キャベツ・にんじん 37 34

ぽかぽかスープ ベーコン・とうにゅう
はくさい・にんじん・しめじ・たまねぎ
しょうが

2.0 2.6

金

令和２年度  　２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

節分（せつぶん）こんだて

2

こめ

さとう・でんぷん・あぶら

あぶら・さとう

さといも・でんぷん・さとう

1

うどん

こむぎこ・でんぷん・あぶら

ぎゅうにゅうプリン

玉穂小６年３組　三原さんが考えた献立　　　　☆★☆　　　「ぴりから韓国メニュー」　　　　☆★☆　　

5

こめ

あぶら・ごまあぶら・はるさめ
さとう・でんぷん・こむぎこ

さとう・ごまあぶら・ごま・ラーゆ

さといも・あぶら・ごま

4

パン

チョコクリーム

あぶら・ルウ

こむぎこ・でんぷん・あぶら
こめこ・さとう・あぶら

玉穂小６年３組　中越さんが考えた献立　　　　☆★☆　　　「洋食系こんだて」　　　　☆★☆　　

9

こくとう・パン

でんぷん・さとう・パンこ

マカロニ・オリーブゆ

じゃがいも・あぶら

玉穂小６年２組　佐藤さんが考えた献立　　　　☆★☆　　　「幸せいっぱいあったかメニュー」　　　　☆★☆　　

8

こめ

パンこ・こむぎこ・でんぷん・あぶら

さとう・あぶら

じゃがいも・ごま

まっちゃクリームだいふく

玉穂小６年１組　鈴木さんが考えた献立　　　　☆★☆　　　「カルシウムたっぷり体をつくろう！！」　　　　☆★☆　　

12

げんまい・パン・さとう

でんぷん・あぶら・さとう

ドレッシング

あぶら

メープルフィナンシェ

たべっピーの日本全国たべものの旅　今月は静岡県の「かつお」「水掛菜」

10

こめ

でんぷん・パンこ・こむぎこ・あぶら

でんぷん

小 ２尾
中 ３尾

小 １本
中 ２本

２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

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・にんじん
マッシュルーム・トマト・パセリ

713 876

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 15 14

ハートのコロッケ とりにく・ぶたにく たまねぎ 31 28

キャベツソテー キャベツ・にんじん・さやいんげん 2.2 2.9

月 チョコプリン

ごてんばコシヒカリごはん

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 708 904

肉じゃが ぎゅうにく・さつまあげ
にんじん・たまねぎ・しらたき
さやえんどう

15 15

たこナゲット たこ・いか・たちうお・だいずこ 29 28

水掛菜のおひたし みずかけな・キャベツ・にんじん 1.6 2.0

火 みかん みかん

ごてんばコシヒカリごはん

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 675 839

さばのごまだれ焼き さば 16 15

野菜の納豆和え なっとう・のり ほうれんそう・もやし・にんじん 37 34

水掛菜と白菜のみそ汁 とうふ・あぶらあげ・みそ みずかけな・はくさい・ねぶかねぎ 2.4 2.9

水

ナン

ビーンズドライカレー ぶたにく・ひよこまめ
にんにく・しょうが・たまねぎ・にんじん
ピーマン・あかピーマン

594 786

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 18 17

ポテトとうずら卵のスープ とりにく・うずらたまご にんじん・たまねぎ・パセリ 33 30

フルーツのヨーグルト和え ヨーグルト みかん・もも・りんご 2.4 3.3

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 654 814

とり肉のオニオン風味揚げ とりにく たまねぎ 14 13

白菜とりんごのサラダ はくさい・きゅうり・りんご・レモン 33 31

さくら大根 だいこん・しそ 2.9 3.4

金 大根のみそ汁 とうふ・みそ・わかめ だいこん・えのきたけ

ごてんばコシヒカリごはん

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 658 852

さばの香味だれがけ さば しょうが・にんにく・ねぶかねぎ 15 15

水掛菜ともやしの生姜炒め ベーコン もやし・みずかけな・しょうが 31 30

みそちゃんこ汁 とりにく・とうふ・みそ にんじん・だいこん・はくさい・ねぶかねぎ 3.0 3.8

月 ぽんかん ぽんかん

揚げパン

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 658 891

ビーフシチュー ぎゅうにく・なまクリーム
にんにく・たまねぎ・にんじん
えだまめ・マッシュルーム

14 14

フレンチサラダ キャベツ・にんじん・きゅうり 41 37

パイナップル パイナップル 2.2 3.3

水

黒米ごはん

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 629 789

豆腐ハンバーグ とりにく・とうふ しょうが・たまねぎ・にんじん・えだまめ 14 13

海藻サラダ わかめ にんじん・きゅうり・とうもろこし 20 19

ミネストローネ風おざく あぶらあげ
だいこん・にんじん・こんにゃく
にんにく・トマト

2.8 3.5

木 みかんゼリー
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。

※１月までの実施回数　原里小・・142回、玉穂小・・141回、御殿場小・・142回、印野小・・141回、原里中・・142回、西中・・142回

　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

チョコプリン

玉穂小６年１組　菅原さんが考えた献立　　　　☆★☆　　　「新せん食材で栄養バランスもばっちり！元気アップメニュー」　　　　☆★☆　　

16

こめ

あぶら・さとう・じゃがいも

あぶら・さとう・こむぎこ
でんぷん

さとう

バレンタインこんだて

15

ソフトめん

こむぎこ・バター・さとう
あぶら・ルウ

じゃがいも・さとう・パンこ
こむぎこ・とうもろこしこ
でんぷん

あぶら

18

ナン

あぶら・ルウ・こむぎこ・さとう

あぶら・じゃがいも

さとう

玉穂小６年３組　石原さんが考えた献立　　　　☆★☆　　　「野菜たっぷり愛情もたっぷりメニュー」　　　　☆★☆　　

17

こめ

ごまあぶら・ごま・さとう

✽✽✽　ふじのくに地産地消（ちさんちしょう）週間（１９日～２３日）　✽✽✽

玉穂小６年２組　有賀さんが考えた献立　　　　☆★☆　　　「日本の文化を大切に！和食こんだて」　　　　☆★☆　　

19

こめ

でんぷん・こむぎこ・あぶら

あぶら・さとう

さとう

24

パン・さとう・あぶら

あぶら・じゃがいも・こむぎこ
バター・さとう・ルウ

あぶら・さとう

ふじっぴー給食・ごてんばこめこの日

22

こめ

でんぷん・こむぎこ・あぶら・さとう

ごまあぶら

みかんゼリー

※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。                         
※22日の「みそちゃんこ汁」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。

高校生による和の給食コンテスト最優秀賞　　伊豆総合高校　「みんな大好き給食」

25

こめ・くろまい

でんぷん・さとう・パンこ
こむぎこ

さといも

ごてんばこめこ

静岡県産和牛を
つかったメニュー

小 ２こ
中 ３こ

小 １こ
中 ２こ

小 ２こ
中 ３こ

玉穂小学校の６年生が、家庭科の授業で、『栄養バランスのよい給食の献立』を考えました。栄養バランス

だけでなく、季節感、地場産物なども考えたりと、どの献立も力作ぞろいでした。
児童のみなさんが考えた献立の中からいくつかを、実際に学校給食の献立として作ります。お楽しみに♪

5、6年と中学生は、
あげパンの他に
ねじりパンがもう
１本つきます。


