
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 612 748

八宝菜 ぶたにく・えび・いか・うずらたまご しょうが・にんじん・たまねぎ・しいたけ
はくさい・もやし・たけのこ

17.3 16.4

ポークパオズ ぶたにく キャベツ・たまねぎ・たけのこ・しいたけ 23.1 20.7

春雨サラダ にんじん・きゅうり 2.4 2.7

火

食パン

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 637 772

魚のサクサクフライ／ソース たら 17.3 17.1

キャベツのサラダ キャベツ・とうもろこし・きゅうり 36.3 35.1

野菜のポタージュスープ とりにく・ぎゅうにゅう・なまクリーム にんじん・たまねぎ・とうもろこし・パセリ 2.9 3.4

水

ごてんばコシヒカリごはん

わかめふりかけ わかめ・ちりめんじゃこ あかしそ 635 770

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 15.7 14.7

ツナ入り厚焼き玉子 たまご・まぐろ 29.3 25.9

切り干し大根の炒め煮 こんぶ・とりにく だいこん・にんじん・こまつな 2.3 2.6

木 旬野菜のみそ汁 ぶたにく・あぶらあげ・とうふ・みそ なす・たまねぎ・にんじん・かぼちゃ
さやいんげん

メロンパン

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 679 808

かぼちゃグラタン おから・とうにゅう かぼちゃ・たまねぎ 12.2 12.2

大豆サラダ だいず にんじん・キャベツ 39.4 37.2

ミネストローネ とりにく
にんにく・たまねぎ・セロリー・にんじん・トマト
パセリ

2.3 2.9

金

ごてんばコシヒカリごはん

カミカミ丼の具 ぶたにく・くきわかめ・かまぼこ しょうが・たまねぎ・にんじん・こんにゃく 613 761

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 16.9 16.0

きゅうりとわかめの和え物 わかめ きゅうり・もやし 26.7 23.7

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 2.9 3.4

月 アーモンド小魚 いわし

中華めん

スーラータンスープ ぶたにく・たまご たけのこ・えのき・にんじん・ねぶかねぎ 625 771

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 16.4 15.9

塩だれキャベツ キャベツ・にんじん 23.5 21.2

手作り蒸しパン ぎゅうにゅう ほしぶどう 2.7 3.2

火

玄米入り食パン

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 654 755

タンドリーチキン とりにく・ヨーグルト しょうが・にんにく 17.1 16.5

こふきいも パセリ 34.8 32.1

キャベツのスープ とりにく たまねぎ・にんじん・キャベツ 2.6 3.4

水 パインクレープ

ごてんばコシヒカリごはん

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 606 817

豚肉のキムチ炒め ぶたにく たまねぎ・もやし・にら 12.6 11.4

ごまだんご いんげんまめ・あずき 28.2 24.9

白菜のスープ とりにく はくさい・にんじん・ほうれんそう 1.2 1.4

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 586 757

さばの味噌煮 さば・みそ 15.8 15.5

野菜のひじき和え ひじき しそのみ・こまつな・にんじん・キャベツ 29.8 27.9

かきたま汁 かまぼこ・とうふ・たまご にんじん・ねぶかねぎ 1.9 2.6

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 583 761

鶏肉のすき焼き風煮 とりにく・うずらたまご・とうふ たまねぎ・はくさい・こんにゃく・ねぶかねぎ 15.9 15.0

たこ型たこやき たこ キャベツ・ねぎ・しょうが 26.2 23.3

野菜のゆかり和え キャベツ・きゅうり・ゆかり 1.7 2.0

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 619 751

チャプチェ ぶたにく・みそ もやし・にんじん・にら 14.3 13.5

焼きぎょうざ ぶたにく・とりにく・だいずこ キャベツ・たまねぎ・にら・しょうが 26.6 23.8

わかめと豆腐のスープ わかめ・とりにく・とうふ にんじん・ねぶかねぎ 1.7 2.0

火

16
水

1

こめ

あぶら・でんぷん

こむぎこ・でんぷん・パンこ・さとう
ごまあぶら

はるさめ・さとう・ごまあぶら

令和３年度  　6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

3

こめ

さとう・ごま

さとう・あぶら・でんぷん

さとう・あぶら

2

パン

コーンフレーク・パンこ・こむぎこ
でんぷん・あぶら

あぶら・さとう

ルウ・じゃがいも・オリーブゆ

こめ

ごま・さとう・あぶら

ごま・さとう・ごまあぶら

さといも

7

あぶら

4

パン・メロンパンのきじ

じゃがいも・こめこ・さとう・でんぷん

マヨネーズ・ドレッシング

オリーブゆ・マカロニ・さとう

9

パン・げんまい

じゃがいも

あぶら

アーモンド・さとう

8

ちゅうかめん

でんぷん・ごまあぶら

ごまあぶら

ホットケーキミックス

11

こめ

さとう・でんぷん

さとう

でんぷん

パインクレープ

10

こめ

さとう・あぶら・でんぷん

こめこ・さとう・あぶら・ごま

あぶら・でんぷん

15

こめ

はるさめ・さとう・ごまあぶら

でんぷん・さとう・こむぎこ・あぶら

あぶら・ごま

14

こめ

さとう・あぶら

こむぎこ・あぶら・さとう・あげだま

給　食　な　し

小中２こ

小１こ
中２こ

小中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

ごてんばコシヒカリごはん

ポークカレー ぶたにく・だっしふんにゅう
しょうが・にんにく・たまねぎ・にんじん・りんご
グリンピース

648 793

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 12.6 12.0

さっぱり梅サラダ だいこん・きゅうり・にんじん 22.9 20.5

桃のヨーグルト ヨーグルト もも 1.9 2.1

木

丸型横スライスパン

あしたかつ ぎゅうにく・ぶたにく たまねぎ・ながねぎ 636 786

ボイルキャベツ キャベツ 13.2 13.6

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 39.5 37.6

大麦のスープ とりにく はくさい・たまねぎ・にんじん・パセリ 2.4 3.2

金 みかんタルト

ごてんばコシヒカリごはん

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 645 835

さばの竜田揚げ さば しょうが 15.6 15.0

もやしの塩だれ和え もやし・きゅうり・にんじん 32.5 30.6

具だくさん豚汁 ぶたにく・あぶらあげ・とうふ・みそ
こんにゃく・にんじん・ごぼう・だいこん
ねぶかねぎ

1.8 2.3

月

うどん

うどんつゆ とりにく・あぶらあげ・かまぼこ えのき・にんじん・ねぶかねぎ 615 769

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 18.9 18.7

黒はんぺんお茶フライ さば・いわし・たら せんちゃ 29.3 26.7

チンゲン菜のソテー ベーコン チンゲンサイ・とうもろこし・キャベツ 3.3 3.9

火

ごてんばコシヒカリごはん

手作り水掛菜ふりかけ ちりめんじゃこ みずかけな・ゆかり 612 780

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 17.4 16.2

親子煮 とりにく・たまご・こうやどうふ・なると たまねぎ・にんじん・グリンピース 26.2 23.0

野菜のおかか和え かつおぶし こまつな・もやし 2.0 2.1

水

ごてんばコシヒカリごはん

ひじきごはんの具 ひじき・ぶたにく あかピーマン・とうもろこし・しょうが・えだまめ 648 783

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 12.8 12.2

メダルコロッケ たまねぎ 28.3 25.4

青のりボールのすまし汁 とうふ・あおのりボール えのき・にんじん・こまつな 2.0 2.2

木 ごてんばこめこのムース(聖火リレーバージョン)

25
金

ごてんばコシヒカリごはん

ビビンバの具(玉子入り肉炒め) ぶたにく・みそ・たまご ぜんまい 626 778

ビビンバの具(ナムル) もやし・ほうれんそう・にんじん 15.7 15.0

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 31.1 28.2

ワンタンスープ とりにく・かまぼこ・ぶたにく・みそ しょうが・にんじん・はくさい・たまねぎ
ねぶかねぎ

1.9 2.3

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 638 785

焼きししゃも ししゃも 15.0 14.2

野菜いっぱいきんぴら ぶたにく ごぼう・にんじん・あおピーマン・もやし・しめじ 23.7 21.1

かぼちゃのすいとん汁 とりにく・あぶらあげ・みそ にんじん・かぼちゃ・ねぶかねぎ 2.4 2.9

火

食パン

みかんジャム 665 785

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 16.5 16.2

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 36.0 35.0

マカロニサラダ にんじん・グリンピース・とうもろこし 2.8 3.3

水 ポトフ とりにく・うずらたまご キャベツ・にんじん・たまねぎ・さやいんげん

※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。

18

パン

パンこ・でんぷん・さとう・こむぎこ
あぶら

おおむぎ・あぶら

17

こめ

じゃがいも・ルウ・あぶら

ドレッシング

✽✽✽　ふるさと給食週間（１８日～２４日）　✽✽✽

21

こめ

でんぷん・さとう・あぶら

ごま・ごまあぶら

じゃがいも・あぶら

ご て ん ば こ め こ の 日

みかんタルト

✽✽✽　ふじのくに地産地消（ちさんちしょう）週間（１９日～２３日）　✽✽✽

23

こめ

ごま

じゃがいも・さとう・あぶら

22

うどん

あぶら

でんぷん・さとう・パンこ・あぶら
こむぎこ

あぶら

さとう・あぶら・でんぷん

ドレッシング

あぶら・ごまあぶら・でんぷん・さとう

24

こめ

あぶら・さとう

じゃがいも・パンこ・あぶら・こめこ
さとう

でんぷん・さとう

～オリンピック・パラリンピック聖火リレー前日献立～

給　食　な　し

じゃがいも・あぶら

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、

30

パン

みかんジャム

さとう・あぶら・でんぷん

マカロニ・さとう・マヨネーズ
ドレッシング

29

こめ

さとう・ごまあぶら・あぶら

あぶら・さといも・すいとん

ごてんばこめこのムース

28

こめ

ごてんばこめこ

6月４日～１０日は「歯と口の健康週間」です！

今月の給食には、よくかんで食べてもらうように「かみかみメニュー」をとりいれています。

かみかみマーク がついた太字のメニューが、「かみかみメニュー」です。

よくかんで
食べよう！

小中２び

小中２こ

小１こ
中２こ

小中２こ


