
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

ビビンバの具(玉子入り肉炒め) ぶたにく・みそ・たまご 638 810

ビビンバの具(ナムル) もやし・ほうれんそう・にんじん 16 15

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 32 29

ワンタンスープ ぶたにく・みそ・とりにく・かまぼこ たまねぎ・しょうが・にんじん・はくさい・ねぶかねぎ 1.8 2.4

水

ごてんばコシヒカリごはん

たまごカレー とりにく・うずらたまご・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

662 813

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 13 12

キャベツのソテー ベーコン キャベツ・にんじん・さやいんげん 24 22

青りんごゼリー 2.1 2.3

木

背割りロールパン

ホキバジルフライ ホキ バジル 582 745

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 16 16

ソーセージと野菜のソテー ソーセージ こまつな・にんじん・キャベツ 36 33

かぼちゃのポタージュ ベーコン・ぎゅうにゅう・なまクリーム たまねぎ・かぼちゃ・パセリ 2.4 3.4

金

ごてんばコシヒカリごはん

カミカミ丼の具 ぶたにく・かまぼこ・くきわかめ しょうが・たまねぎ・にんじん・こんにゃく 605 769

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 18 16

みそけんちん汁 とりにく・とうふ・みそ しいたけ・ごぼう・こんにゃく・にんじん・だいこん
ねぶかねぎ

26 23

アーモンド小魚 いわし 2.6 3.0

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 623 796

油淋鶏 とりにく しょうが・にんにく・ねぶかねぎ 15 14

茎わかめの中華サラダ くきわかめ にんじん・もやし・きゅうり 31 27

チンゲンサイのスープ ベーコン・なると たけのこ・えのき・チンゲンサイ・たまねぎ 2.2 2.7

火

8
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 676 859

さわらの照り焼き さわら 17 17

おひたし もやし・こまつな・にんじん 25 22

関東煮 ぶたにく・こんぶ・さつまあげ・ちくわ
うずらたまご・がんも

だいこん・にんじん・こんにゃく 3.0 3.5

木 ナタデココ入りレモンゼリー

りんごチップ入りロールパン りんご

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 596 743

ナポリタン ウインナー たまねぎ・あおピーマン・マッシュルーム・トマト 16 15

フレンチサラダ キャベツ・にんじん・きゅうり・とうもろこし 36 33

レタスと卵のふわふわスープ とりにく・たまご にんじん・たまねぎ・レタス 2.7 3.5

金 型抜きチーズ チーズ

ごてんばコシヒカリごはん

ガパオごはんの具 とりにく
たまねぎ・あおピーマン・あかピーマン・きピーマン
こまつな・バジル・にんにく

611 784

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 16 15

海鮮チヂミ いか・たこ キャベツ・にら 28 25

豆腐のネギ塩スープ ぶたにく・とうふ キャベツ・ねぶかねぎ・にんじん 1.6 2.2

月

中華めん

塩ラーメンスープ ぶたにく・やきぶた・うずらたまご・なると にんじん・はくさい・ねぶかねぎ 652 769

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 15 15

春雨サラダ にんじん・きゅうり 27 25

マーラーカオ 2.1 2.4

火

黒糖入り食パン

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 705 816

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 15 14

枝豆とコーンのサラダ キャベツ・えだまめ・とうもろこし 35 32

野菜スープ とりにく にんじん・たまねぎ・パセリ 2.6 3.3

水 チョコタルト

ごてんばコシヒカリごはん

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 619 811

ソースカツ ぶたにく・だいずこ 15 14

五目煮豆 とりにく・だいず にんじん・こんにゃく・さやいんげん・ごぼう 27 24

玉ねぎとキャベツのみそ汁 あぶらあげ・みそ たまねぎ・キャベツ・えのき・ねぶかねぎ 2.2 2.8

木

チョコタルト

16

こめ

さとう・パンこ・でんぷん・あぶら

さとう・あぶら

15

パン・こくとう

さとう・でんぷん・あぶら

あぶら・さとう

あぶら・じゃがいも

さとう・でんぷん

あぶら・さといも・さとう

給　食　な　し

14

ちゅうかめん

ねぎあぶら・でんぷん・あぶら

はるさめ・さとう・ごまあぶら

マーラーカオ

13

こめ

あぶら

こむぎこ・こめこ・でんぷん・あぶら

はるさめ・あぶら・ねぎあぶら

ルウ・あぶら・じゃがいも

あぶら

あおりんごゼリー

こめ

こむぎこ・でんぷん・あぶら・さとう

さとう・ごまあぶら・あぶら

こめ

ごま・さとう・あぶら

さといも・あぶら・ごまあぶら

アーモンド・みずあめ・さとう

1

こめ

さとう・あぶら・でんぷん

ドレッシング

こむぎこ・あぶら・でんぷん・さとう
ごまあぶら

令和４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

パン

パンこ・こむぎこ・でんぷん・あぶら

あぶら

じゃがいも・あぶら・バター

2

こめ

✽✽✽　歯と口の健康週間（４日～１０日）　✽✽✽
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。

あぶら

7

6

ナタデココいりレモンゼリー

10

パン

スパゲッティ・オリーブゆ・バター

あぶら・さとう

あぶら・でんぷん

9

こめ



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 587 751

さばのごまみそがけ さば・みそ しょうが 19 17

茎わかめのきんぴら ぶたにく・くきわかめ にんじん・こんにゃく 27 24

青のりボールのすまし汁 あおのりボール・とうふ にんじん・しめじ・こまつな 2.7 3.1

金

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 623 783

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 15 14

すき焼き風煮 ぶたにく・たまご・とうふ たまねぎ・にんじん・はくさい・こんにゃく・ねぶかねぎ 29 25

野菜のひじき和え ひじき こまつな・にんじん・キャベツ・しそのみ 1.8 2.1

月 ごてんばこめこのムース

ごてんばコシヒカリごはん

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 590 753

とり肉の香味焼き とりにく にんにく 17 16

チンゲンサイの和風ソテー かつおぶし チンゲンサイ・キャベツ・とうもろこし・あかピーマン 30 27

和風たまごスープ ベーコン・とうふ・なると・たまご しょうが・にんじん・もやし・こまつな 2.7 3.1

火

食パン／ブルーベリージャム

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 697 825

みしまコロッケ ぶたにく たまねぎ 13 13

ベーコンと小松菜のソテー ベーコン こまつな・キャベツ・にんじん 35 33

大麦のミネストローネ とりにく にんにく・にんじん・たまねぎ・セロリー・トマト・パセリ 2.4 3.0

水 丹那牛乳プリン

ごてんばコシヒカリごはん

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 618 795

さばの三ケ日みかん煮 さば みかん 15 14

もやしの塩だれ和え もやし・きゅうり・にんじん 33 29

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 1.6 2.1

木

丸型横スライスパン

スライスチーズ チーズ 617 747

焼き御殿場ハム ハム 20 19

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 39 36

野菜のソテー キャベツ・とうもろこし・あかピーマン 3.4 4.1

金 肉団子のクリーム煮 チキンボール・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・マッシュルーム・チンゲンサイ

ごてんばコシヒカリごはん

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 690 863

五目中華煮 ぶたにく・なると・いか・うずらたまご
たけのこ・しいたけ・はくさい・たまねぎ・にんじん
さやえんどう・しょうが

14 13

しらす入りしゅうまい たら・しらす たまねぎ・しょうが 28 25

フルーツ杏仁 パイナップル・おうとう 2.1 2.1

月

うどん

和風つけ汁 とりにく・かまぼこ・あぶらあげ にんじん・ねぶかねぎ・しめじ・ごぼう 651 753

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 15 16

キャベツのごま昆布和え こんぶ キャベツ・きゅうり・にんじん 21 20

たいやき 2.8 3.3

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 654 827

アジフライ／ソース あじ 16 15

筑前煮 とりにく・ちくわ
にんじん・ごぼう・れんこん・たけのこ・こんにゃく
さやいんげん

27 24

とうがんと生揚げのみそ汁 なまあげ・みそ とうがん・ねぶかねぎ 2.6 3.0

水

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・りんご
グリンピース

699 882

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 14 13

かみかみポテト だいず・いわし・ぎゅうにゅう えだまめ 24 21

キウイフルーツ キウイフルーツ 2.1 2.4

木

※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。

29

こめ

こむぎこ・パンこ・あぶら

あぶら・さとう

28

うどん

あぶら

さとう・ごま

たいやき

さとう・こむぎこ

あんにんゼリー

24

パン

じゃがいも・ルウ

27

こめ

あぶら・でんぷん・ごまあぶら

21

こめ

さとう

バター

あぶら・でんぷん

ごてんばこめこのムース

たんなぎゅうにゅうプリン

23

こめ

さとう

ごま・ごまあぶら

じゃがいも・あぶら

22

パン／ブルーベリージャム

じゃがいも・さとう・パンこ・こむぎこ
あぶら・でんぷん

オリーブゆ

オリーブゆ・じゃがいも・おおむぎ

20

こめ

ごま

さとう・あぶら

さとう・みずあめ・あぶら

17

こめ

さとう・でんぷん・ごま

あぶら・さとう

🌼　🌼　🌼　　　　　　ふ　る　さ　と　給　食　週　間　（２０日～２４日）　　　　　　🌼　🌼　🌼

ご て ん ば こ め こ の 日

※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、
基　準　量

✽✽✽　ふじのくに地産地消（ちさんちしょう）週間（１９日～２３日）　✽✽✽

30

こめ

じゃがいも・あぶら・ルウ

さつまいも・でんぷん・アーモンド・あぶら
さとう

ごてんばこめこ

パンにはさん
でたべてね！

小中２こ


