
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 624 778

鮭の薬味ソースがけ さけ しょうが・にんにく・ねぶかねぎ 17 16

ゴーヤチャンプルー あつあげ・はながつお・たまご もやし・にんじん・にがうり 29 26

はるさめスープ ベーコン キャベツ・にんじん 2.2 2.5

木

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
たまねぎ・にんじん・グリンピース・しょうが
にんにく・りんご

624 774

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 13 12

だいこんサラダ だいこん・にんじん・きゅうり・とうもろこし 25 23

福神漬け だいこん・きゅうり・なす・れんこん・しそのは
しょうが

2.4 3.0

金

ソフト麺

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

673 804

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・あかピーマン・とうもろこし 34 32

枝豆のフリッター おきあみ えだまめ 2.3 2.9

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 626 779

いわしのかば焼き いわし 15 14

煮びたし あぶらあげ・はながつお はくさい・こまつな・しめじ 25 24

なめこと大根のみそ汁 とうふ・わかめ・みそ なめこ・だいこん・ねぶかねぎ 2.3 2.7

火 乳酸菌飲料 にゅうさんきんいんりょう

ごてんばコシヒカリごはん

キムタクごはんの具 ぶたにく はくさいキムチ・だいこん 620 758

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 15 14

揚げぎょうざ ぶたにく キャベツ・たまねぎ・ニラ・しょうが 30 28

中華野菜スープ とりにく もやし・にんじん・チンゲンサイ・きくらげ 3.4 4.0

水

山食パン

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 596 749

チキンのハーブ焼き とりにく バジル・オレガノ 20 20

ウインナーと野菜のソテー ウインナー にんじん・ブロッコリー 36 35

きのこポタージュ だっしふんにゅう・ぎゅうにゅう
なまクリーム

にんじん・たまねぎ・マッシュルーム・しめじ
パセリ

2.3 3.0

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 660 805

揚げ里芋と豚肉の炒め煮 ぶたにく たまねぎ・にんじん・グリンピース・しょうが 13 12

十五夜すまし汁 とうふ・かまぼこ にんじん・しめじ・こまつな 27 25

お月見もち 1.5 1.7

金

ごてんばコシヒカリごはん

とりたまそぼろ とりにく・たまご しょうが・グリンピース 644 783

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 14 13

大学いも 29 26

実だくさん汁 とうふ・あぶらあげ・みそ ごぼう・にんじん・たまねぎ・だいこん
ねぶかねぎ

1.6 2.0

月

角食パン

チョコクリーム 621 751

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 16 17

オムレツのきのこソース たまご しめじ・マッシュルーム・パセリ 32 32

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・とうもろこし・にんにく 2.8 3.6

火 コロコロ野菜スープ とりにく にんじん・たまねぎ・だいこん・キャベツ

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

かつおコロッケ かつお たまねぎ 12 11

チンゲンサイのソテー ハム・はながつお キャベツ・チンゲンサイ・あかピーマン 22 20

秋の味覚汁 とうふ・みそ えのきたけ・ごぼう・にんじん・ねぶかねぎ 2.0 2.3

水 みかんゼリー

パン

チョコクリーム

でんぷん・さとう・あぶら

マカロニ・オリーブゆ

12

こめ

あぶら・さとう・でんぷん

さつまいも・あぶら・さとう

令和４年度 ９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

こめ

じゃがいも・ルウ

ドレッシング

さとう

こめ

あぶら・でんぷん・さとう

ごまあぶら

1

こめ

さといも・あぶら・さとう・でんぷん

十五夜こんだて

7

こめ

あぶら・さとう

こむぎこ・でんぷん・さとう・あぶら
ごまあぶら

あぶら・でんぷん

お月見もち

オリーブゆ・ルウ

ドレッシング

こむぎこ・でんぷん・さとう・こめこ
あぶら

8

パン

みずあめ・さとう・でんぷん

あぶら

こめ

さとう・パンこ・こむぎこ・でんぷん
あぶら・じゃがいも

あぶら

さつまいも・さといも

5

✽✽✽　たべっピーの静岡食べ物の旅～かつおとチンゲンサイ～　✽✽✽

14

さとう・オリーブゆ

じゃがいも・あぶら・ルウ

9

6

こめ

でんぷん・さとう・あぶら

ソフトめん

13

はるさめ・あぶら

みかんゼリー

２こ

２こ

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

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 614 757

豚キムチ ぶたにく しょうが・たまねぎ・はくさいキムチ・キャベツ
ニラ

16 16

サンラータン ベーコン・たまご だいこん・にんじん・ねぶかねぎ 32 28

型抜きレアチーズ 2.6 3.2

木

マーガリン入りロールパン

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 614 868

焼きソーセージ ウインナー 15 14

海藻サラダ わかめ にんじん・きゅうり・とうもろこし 40 37

ミネストローネ しろいんげんまめ・ぶたにく
にんにく・たまねぎ・キャベツ・セロリー
にんじん・トマト・パセリ

3.0 4.1

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 615 768

たらのマヨコーン焼き たら・ぎゅうにゅう たまねぎ・とうもろこし・パセリ 16 15

にんじんしりしり まぐろあぶらづけ・たまご にんじん 33 30

もずくのみそ汁 もずく・みそ えのきたけ 2.3 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 619 776

厚焼たまご たまご 15 14

もやしサラダ もやし・こまつな・にんじん 30 27

つくね入りごまみそ汁 つくね・とうふ・あぶらあげ・みそ にんじん・だいこん 2.0 2.5

水

米粉入りロールパン

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 693 891

ごぼうメンチカツ とりにく・ぶたにく ごぼう・たまねぎ・にんじん 16 15

キャベツソテー ベーコン キャベツ・にんじん・さやいんげん 34 33

スイートシチュー 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

2.4 3.1

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 628 780

鮭フライ さけ・らんぱく 17 17

ソース 27 25

ひじきと大豆の炒め煮 ひじき・だいず・ぶたにく にんじん・さやえんどう 2.5 2.7

月 かぼちゃのみそ汁 あぶらあげ・とうふ・みそ たまねぎ・ねぶかねぎ・かぼちゃ

角食パン

いちご＆マーガリン 650 769

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 23 23

マーマレード焼き とりにく 42 39

もやしのガーリックソテー ベーコン もやし・あかピーマン・あおピーマン・にんにく 2.6 3.4

火 ラビオリのトマト煮 とりにく・ぶたにく・こなチーズ キャベツ・たまねぎ・マッシュルーム・にんにく
トマト・パセリ

背割りロールパン

焼きそばソテー ぶたにく・あおのり
さばこ・いわしこ

たまねぎ・にんじん・キャベツ・あおピーマン 591 771

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 16 15

うずら卵と野菜のスープ うずらたまご・ベーコン にんじん・たまねぎ・セロリー 37 34

冷凍みかん 2.7 3.5

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 592 827

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

15 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

29 26

わかめスープ わかめ・とうふ えのきたけ・ねぶかねぎ 1.9 2.4

木 コーヒーゼリー（中学のみ）

ごてんばコシヒカリごはん

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 619 777

さんまのレモン煮 さんま レモン・かぼす 13 13

切り干し大根のあえもの だいこん・にんじん・きゅうり 29 27

さつま汁 ぶたにく・みそ ごぼう・にんじん・こんにゃく・ねぶかねぎ 2.0 2.5

金

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。
※8月までの実施回数　原里小・・68回、玉穂小・・68回、御殿場小・・68回
　　　　　　　　　　　　　　　印野小・・67回、原里中・・68回、西中・・66回

こめ

こむぎこ・あぶら・ちゅうかめん

こめ

16

あぶら

かたぬきレアチーズ

パン・マーガリン

ごてんばこめこの日

21

22

こめ

20

あぶら

ラーゆ・ごまあぶら・でんぷん

パン・こめこ

パンこ・でんぷん・さとう・あぶら

さとう・あぶら・でんぷん

じゃがいも

さといも・あぶら・ごま
ねりごま

いちご＆マーガリン

こめ

マーマレード・みずあめ・さとう

オリーブゆ

こむぎこ・パンこ・さとう・あぶら

27

15

さとう・あぶら・でんぷん

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）　＊＊＊

あぶら

26 パンこ・こむぎこ・あぶら・でんぷん

ソース

ごまあぶら・さとう

ドレッシング

パン

さつまいも・あぶら・ルウ

マヨネーズ

※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。                         
※21日の「つくね入りごまみそ汁」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

こめ

さとう・でんぷん

ドレッシング

あぶら・さつまいも

コーヒーゼリー

29

こめ

あぶら・でんぷん・さとう

あぶら・こむぎこ・はるさめ・でんぷん
さとう・こめこ

28

パン

あぶら

れいとうみかん

ごてんばこめこ


