
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

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

810

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 11.4

コーンサラダ きゅうり・キャベツ・とうもろこし 17.2

青りんごゼリー 2.1

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 595 745

カレイの竜田揚げ カレイ しょうが 17.4 15.6

ほうれん草とコーンの和え物 ほうれんそう・とうもろこし・キャベツ 25.7 22.7

芋の子汁 とりにく・とうふ・みそ こんにゃく・にんじん・だいこん・ねぶかねぎ 2.0 2.2

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 594 749

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

15.4 14.6

青菜炒め やきぶた チンゲンサイ・キャベツ・あかピーマン・にんにく 25.2 22.1

ブルーベリーゼリー 1.4 1.7

火

食パン

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 582 688

とり肉の香草焼き とりにく にんにく・バジル 17.5 16.9

れんこんサラダ れんこん・にんじん 37.3 34.8

ラビオリのミネストローネ ラビオリ・こなチーズ
たまねぎ・にんにく・セロリー・キャベツ・パセリ・にんじん
トマト

2.3 3.0

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 588 804

いわしのかば焼き いわし 15.4 15.9

野菜のりんご酢和え こまつな・もやし・にんじん 26.0 23.8

けんちん風汁 とりにく・とうふ ごぼう・こんにゃく・にんじん・だいこん・ねぶかねぎ 2.5 2.8

木

干しぶどう入りロールパン ほしぶどう

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 618 762

プレーンオムレツのトマトソース たまご たまねぎ・マッシュルーム・トマト 15.2 14.5

ブロッコリーとマカロニのソテー ブロッコリー・とうもろこし 32.2 29.6

かぼちゃのポタージュ ぎゅうにゅう・なまクリーム かぼちゃ 2.8 3.4

金

ごてんばコシヒカリごはん

三色ツナそぼろ まぐろ・たまご にんじん・しょうが・えだまめ 658 836

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 15.8 14.9

野菜のゆかり和え キャベツ・にんじん・ゆかり 31.5 28.2

すいとん汁 とりにく・あぶらあげ だいこん・にんじん・ねぶかねぎ 2.2 2.4

月

うどん

きのこあんかけうどん汁 とりにく・あぶらあげ・かまぼこ なめこ・しめじ・えのき・ねぶかねぎ・にんじん 616 728

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 16.3 16.3

おにまん 21.0 19.2

おひたし もやし・こまつな・にんじん 3.0 3.3

火

ごてんばコシヒカリごはん

ルーローファンの具 ぶたにく・あつあげ たけのこ・ねぶかねぎ・しょうが 605 779

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 14.7 13.6

海鮮チヂミ いか・たこ キャベツ・にら 28.1 25.2

中華風コーンスープ たまご とうもろこし・にんじん・たまねぎ・ほうれんそう 2.0 2.7

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 603 769

肉みそおでん
ぶたにく・さつまあげ・まめちくわ・うずらのたまご
とりにく・みそ

だいこん・にんじん・こんにゃく・しょうが・はねぎ 16.5 15.4

野沢菜炒め のざわな 25.5 22.5

りんご りんご 2.9 3.4

木

目　　の　　愛　　護　　デ　　ー　　

令和３年度  　 １０月分 　学校給食予定献立表

御殿場市立高根学校給食センター　　0550－82－6182

こんだて
おもにエネルギーの 栄養価

もとになる食べ物

4

こめ

こめこ・あぶら

さとう・あぶら

さといも・あぶら

1

こめ

じゃがいも・ルウ・あぶら

ドレッシング

あおりんごゼリー

5

こめ

さとう・あぶら・でんぷん・ごまあぶら

あぶら

ブルーベリーゼリー

6

じゃがいも・あぶら

マカロニ・オリーブゆ

8

パン

ドレッシング・マヨネーズ・ごま

バター

7

さといも・さつまいも・ごまあぶら・あぶら

こめ

あぶら・でんぷん・さとう・みずあめ

ごま・さとう

12

13

あぶら・こむぎこ・こめこ・でんぷん

でんぷん

ロールパン・さとう

さとう・あぶら・でんぷん・ルウ

さといも・あぶら・すいとん

うどん

でんぷん・あぶら

11

こめ

でんぷん・さとう・あぶら

こめ

さつまいも・こむぎこ・さとう

こめ

ごまあぶら・さとう

ごまあぶら・ごま

14 さといも・あぶら・さとう

小１び
中２び



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

ナン

ドライカレー 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・あおピーマン
トマト

687 881

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 17.4 17.0

のりポテト あおのり 37.7 34.8

まめまめサラダ ひよこまめ えだまめ・とうもろこし・きゅうり 2.1 3.0

金 飲むヨーグルト(プレーン) ヨーグルト

18
月

ごてんばコシヒカリごはん

スタミナ豚丼の具 ぶたにく・みそ にんにく・しょうが・にんじん・たまねぎ・あおピーマン 560 717

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 16.1 14.9

ナムル もやし・こまつな・にんじん・とうもろこし 24.4 21.2

中華スープ とりにく はくさい・にんじん・ねぶかねぎ・きくらげ 2.3 2.6

火

食パン

ブルーベリー＆マーガリン 648 773

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 14.5 14.3

ホキバジルフライ ホキ バジル 38.9 37.4

ポテトサラダ にんじん・グリンピース・とうもろこし・レモン 3.0 3.6

水 ほうれん草のスープ ベーコン・とうふ たまねぎ・ほうれんそう・にんじん・しいたけ

ごてんばコシヒカリごはん

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 656 817

秋のみかく蒸し とりにく にんじん・えのき・はねぎ 13.2 12.7

みそ汁 とうふ・あぶらあげ・みそ・わかめ キャベツ 22.1 19.6

ぶどうゼリー 1.5 1.7

木

22
金

ごてんばコシヒカリごはん

きのこカレー とりにく・だっしふんにゅう
しょうが・にんにく・たまねぎ・にんじん・えのき
しめじ・エリンギ・グリンピース・りんご

642 807

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 12.7 11.9

野菜サラダ だいこん・にんじん・きゅうり・たまねぎ・とうもろこし 23.1 20.1

いちごミルクプリン 2.1 2.4

月

中華めん

野菜ラーメンスープ ぶたにく・なると
にんにく・しょうが・にんじん・キャベツ・もやし・ねぶかねぎ
とうもろこし

596 723

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 16.8 16.3

揚げぎょうざ とりにく キャベツ・しょうが・にんにく 29.0 26.6

きゅうりの南蛮和え きゅうり・にんじん 3.5 3.8

火

黒糖入り食パン

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 700 829

ブラウンシチュー ぶたにく・なまクリーム
しょうが・にんにく・たまねぎ・にんじん・マッシュルーム
パセリ・トマト

14.2 14.0

キャベツのソテー ベーコン キャベツ・こまつな・にんじん 38.2 36.3

さつまいもと栗のタルト 2.1 2.9

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 659 841

焼きさば さば 18.0 17.0

にんじんシリシリ まぐろ・たまご にんじん 27.6 25.0

秋野菜の煮物 とりにく
にんじん・ごぼう・れんこん・こんにゃく・さやいんげん
しめじ

1.7 2.0

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 676 852

とり肉とさつまいもの揚げ煮 とりにく たまねぎ・にんじん 12.8 12.1

キャベツのごま昆布和え こんぶ キャベツ・にんじん 29.4 26.2

大根のみそ汁 とうふ・あぶらあげ・みそ だいこん・ねぶかねぎ 2.0 2.4

金 ハロウィンデザート

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

　 高根学校給食センターにお問い合わせください。                         しぼう(%) 20～30 20～30

※給食のみそは、ふるさと工房で作られた手作りみそを一部使用する予定です。 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。
※魚には骨があります。よく噛んで食べましょう。

給　　食　　な　　し

✽✽✽　ふ　じ　の　く　に　地　産　地　消（ちさんちしょう）週　間（１９日～２３日）　✽✽✽

ドレッシング・マヨネーズ

15

ハ　ロ　ウ　ィ　ン　こ　ん　だ　て

さつまいも・でんぷん・あぶら・さとう

ごま・さとう

じゃがいも・こむぎこ・バター・さとう・あぶら
ルウ

じゃがいも・マヨネーズ・さとう・ドレッシング

じゃがいも・あぶら

21

ぶどうゼリー

25

ドレッシング

＊＊＊　「　た　べ　っ　ピ　ー　の　世　界　た　べ　も　の　の　旅　」　イ　ン　ド　＊＊＊

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、

あぶら

さつまいもとくりのタルト

こめ

でんぷん・あぶら・ごまあぶら・さとう

28

くり・さといも・さとう・あぶら

29

こめ

27

かぼちゃババロア

ナン

こむぎこ・あぶら

ちゅうかめん

あぶら

こめ

ルウ・あぶら・じゃがいも

ごま・でんぷん・あぶら・さとう

ごまあぶら・ラーゆ

パンこ・こむぎこ・でんぷん・あぶら

あぶら・こむぎこ・でんぷん・さとう

ごま・さとう・ごまあぶら

パン・こくとう

いちごミルクプリン

あぶら

給　　食　　な　　し

ご　て　ん　ば　こ　め　こ　の　日

こめ

もちごめ・さつまいも・でんぷん

あぶら・でんぷん

パン

ブルーベリー＆マーガリン

19

20

こめ

26

さとう

ごてんばこめこ

小中２こ


