
令和4年4月分

日 曜日

7 木

8 金

11 月

12 火

13 水

14 木

15 金

18 月

19 火

20 水

21 木

22 金

25 月

26 火

27 水

28 木

☆今月一人当たりの栄養量☆　　　 （）は基準量です。なお小学生については、中学年（３・４年生）の量です。

学　校　給　食　献　立　表 鹿　嶋　市

こんだてめい ねつやちからになる食品 ちやにくやほねになる食品 からだのちょうしをととのえる食品
ｴﾈﾙｷﾞｰ

(ｷﾛｶﾛﾘｰ）
こんだてのせつめい

かきあげうどん 牛乳
まめとツナのサラダ

ソフトめん,あぶら,こむぎこ 牛乳,まぐろオイルづけ,だいず,
あぶらあげ,わかめ,とりにく

えだまめ,キャベツ,たまねぎ,
にんじん,ねぎ,しいたけ,なのはな

小　589
中　771

・小2～6年・中1～3年給食開始

コッペパン チョコクリーム  牛乳 コロッケ
アーモンドいりコーンサラダ
パンプキンシチュー

コッペパン,あぶら,じゃがいも,
アーモンド,こむぎこ,パンこ,
チョコレート

牛乳,とりにく キャベツ,きゅうり,とうもろこし,
にんじん,かぼちゃ,たまねぎ,
しめじ

小　667
中　823

・入園式
・コロッケはソースがかかった状態で
届きます。

ごはん 牛乳 さけのあましおやき
あつあげいりひじきのにもの
じゃがいもとたまねぎのみそしる

ごはん,あぶら,さとう,しらたき,
じゃがいも

牛乳,さけ,ひじき,あつあげ,
ぶたにく,とうふ,あぶらあげ,みそ

にんじん,たまねぎ
小　639
中　802

ごはん 牛乳とうふハンバーグわふうソース
コールスローサラダ
なるといりさわにわん さくらゼリー

ごはん,でんぷん,さとう,あぶら 牛乳,ハム,とうふとりにく,
ぶたにく,なるとまき

キャベツ,きゅうり,とうもろこし,
たまねぎ,しめじ,だいこん,ごぼう
にんじん,ほうれんそう,レモン

幼　485
小　629
中　809

〈入学・進級おめでとう献立〉
・小1年給食開始

ごはん 牛乳 ごもくたまごやき
にくじゃがに けんちんじる

ごはん,しらたき,じゃがいも,
あぶら,さとう,こんにゃく,さといも

牛乳,けいらん,ぶたにく,とうふ,
あぶらあげ,みそ

たまねぎ,にんじん,ごぼう,
だいこん,はくさい

幼　468
小　606
中　761

・幼年中・年長給食開始

ごはん 牛乳 いかメンチカツ
ホイコーロー えびだんごスープ

ごはん,あぶら,さとう,でんぷん,
はるさめ,こむぎこ,パンこ

牛乳,いか,たらぶたにく,みそ,
えび

ピーマン,キャベツ,にんじん,
たまねぎ,しいたけ,にんにく,
たけのこ,チンゲンサイ,ねぎ

幼　496
小　643
中　804

・いかメンチはソースがかかった状態
で届きます。

バターパン 牛乳 ほうれんそうグラタン
ポークビーンズ オニオンスープ

バターパン,じゃがいも,あぶら,
さとう

牛乳,だいず,ぶたにく,とりにく,
ベーコン,チーズ

ほうれんそう,たまねぎ,にんじん,
トマト,マッシュルーム

幼　520
小　658
中　795

ごはん 牛乳 ローズポークメンチカツ
のりずあえ ぼくでんじる

ごはん,あぶら,さとう,
しらたまもち,こんにゃく,
さつまいも,こむぎこ,パンこ

牛乳,ぶたにく,まぐろオイルづけ,
のり,あぶらあげ

ほうれんそう,もやし,だいこん,
にんじん,キャベツ,ねぎ

幼　499
小　641
中　801

〈茨城・鹿嶋食材の日〉
・メンチはソースがかかった状態で届
きます。

ミルクパン 牛乳 チキンチーズやき
さつまポテトサラダ ミネストローネ

ミルクパン,あぶら,さつまいも,
じゃがいも,ﾉﾝｴｯｸﾞﾏﾖﾈｰｽﾞ,
マカロニ,さとう

牛乳,とりにく,チーズ とうもろこし,パセリ,キャベツ,
セロリ,たまねぎ,トマト,にんじん,
にんにく

幼　532
小　657
中　782

ちゃんぽんめん 牛乳 はるまき
きりぼしだいこんサラダ

ソフトめん,あぶら,さとう,こむぎこ 牛乳,ぶたにく,いか,なるとまき きりぼしだいこん,えだまめ,
キャベツ,たまねぎ,にんじん,
もやし,きくらげ

幼　498
小　600
中　767

ごはん 牛乳 さばのしおやき きんぴらに
わかたけじる

ごはん,あぶら,しらたき,さとう,
ごま

牛乳,さば,ぶたにく,とうふ,わかめ ごぼう,にんじん,たけのこ,ねぎ
小　653
中　821

・幼稚園給食なし

コッペパン 牛乳 えびカツ
フルーツカクテル
ミートボールいりブラウンシチュー

コッペパン,あぶら,じゃがいも,
さとう,こむぎこ,パンこ，
なまクリーム

牛乳,えび,たら,とりにく,
だっしふん乳,チーズ

みかん,パインアップル,もも,
りんご，ぶどう，レモン,たまねぎ,
にんじん,セロリ,マッシュルーム

幼　495
小　625
中　783

・えびカツはソースがかかった状態で
届きます。

カレーライス 牛乳 オムレツ
ブロッコリーサラダ

ごはん,あぶら,じゃがいも 牛乳,けいらん,ぶたにく,
だっしふん乳

カリフラワー,きゅうり,とうもろこし,
ブロッコリー,たまねぎ,にんじん,
にんにく,トマト

幼　528
小　686
中　859

・チキンカツはソースがかかった状態
で届きます。

ちゅうかどん 牛乳 ぼうぎょうざ
ごぼうサラダ

ごはん,あぶら,さとう,こむぎこ,
でんぷん

牛乳,いか,ぶたにく,
なるとまき

えだまめ,ごぼう,にんじん,
キャベツ,きくらげ,たけのこ,
たまねぎ

幼　510
小　659
中　808

ごはん 牛乳 ひじきいりとりつくね
ほうれんそうのナムル とんじる

ごはん,あぶら,ごま,さとう,
じゃがいも,こんにゃく

牛乳,ぶたにく,とりにく,ひじき,
みそ

ほうれんそう,にんじん,もやし,
ごぼう,だいこん,ねぎ

幼　490
小　622
中　776

(490) (20.2) (13.6) (290) (1.4) (650) (26.8)

たまねぎ,トマト,にんじん,
にんにく,キャベツ

幼　540
小　676
中　843

ココアパン 牛乳 ソースチキンカツ
ペンネイタリアン ポトフ

ココアパン,あぶら,マカロニ,
じゃがいも，こむぎこ,パンこ

牛乳,とりにく,ベーコン,
ウインナー

ｴﾈﾙｷﾞｰ たんぱく質

(ｸﾞﾗﾑ) (ﾐﾘｸﾞﾗﾑ) (ｸﾞﾗﾑ) (ｷﾛｶﾛﾘｰ） (ｸﾞﾗﾑ)

★学校給食米は鹿嶋市産減農薬特別栽培米コシヒカリ100%を使用しています。
★都合により献立が変更になる場合がありますので予めご了承下さい。

幼
稚
園
児

ｴﾈﾙｷﾞｰ たんぱく質 しぼう ｶﾙｼｳﾑ 塩分
小
学
生

ｴﾈﾙｷﾞｰ たんぱく質 しぼう ｶﾙｼｳﾑ 塩分
(ｷﾛｶﾛﾘｰ） (ｸﾞﾗﾑ) (ｸﾞﾗﾑ) (ﾐﾘｸﾞﾗﾑ) (ｸﾞﾗﾑ) (ｷﾛｶﾛﾘｰ） (ｸﾞﾗﾑ)

しぼう ｶﾙｼｳﾑ 塩分
中
学
生

506 20.0 19.8 312 1.9 641 23.5 22.7 26.4332 2.4 800 28.2
(450) (2.4)(18.1) (350) (1.9) (830) (34.2) (23.1)

(ｸﾞﾗﾑ) (ﾐﾘｸﾞﾗﾑ) (ｸﾞﾗﾑ)

358 2.9

ピカピカの1年生を迎え、新年度がスタートしました。１つずつ学年が

上がったみなさんも新しい生活の始まりに、ドキドキ・ワクワクしている

ことでしょう。友達をたくさん作り勉強や運動など、いろいろなことに

チャレンジしていきましょう。

どんなことをするにも、健康であることがとても大切です。バランスの

良い食事をとり、元気に過ごしましょう。

【給食のねらい】
・薄味で野菜たっぷりの給食を提供し、幼少期から生活習慣病予防への

意識を高めるための啓発につとめます。

・茨城県産や鹿嶋市産の地場産物を活用し、折々の行事食を大切に季節感

のある献立を目指します。

【給食回数】
・約200回（小中学校の場合）

【給食費月額】
・幼稚園児童3600円

・小学校児童4300円

・中学校生徒、

小中学校職員4700円

・幼稚園職員4500円

☆給食費に関するお問い合わせは

鹿嶋市役所 教育委員会 総務就学課

ＴＥＬ 82－2911までお願いします。

（給食費の口座振替日は翌月の25日です）

給食はバランスの良い食事や栄養をとるためだけではなく、食事の準備や片付け

を身につけること、食事のマナーを身につけること、食文化や地域の食材を学ぶこ

と、感謝の心を育むことなど、心身ともに健やかに成長することを目的として実施

されています。給食を食べながら、楽しく学んで身につけましょう。

好き嫌いは一度にな

くすことは困難です。

少しずつでも食べさせ

るようにご家庭でもご

協力ください。

朝食はきちんと食べ

るようにご配慮くださ

い。

献立表に目を通し、今日は

何を食べたか聞いてください。

食べ物に関心を持たせると

同時に、食べられなかったも

のが何だったのかを聞き、そ

のものがからだにとって大切

であることを話してあげてく

ださい。

清潔なナフキン・はし・

はし箱を給食袋に入れ、毎

日持たせてください。


