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日 曜日

2 月

6 金

9 月

10 火

11 水

12 木

13 金

16 月

17 火

18 水

19 木

20 金

23 月

24 火

25 水

26 木

27 金

30 月

31 火

☆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

ごはん コロッケ 牛乳 カレーサラダ
ごまみそじる

ごはん,あぶら,じゃがいも,
ごま,こむぎこ,パンこ

牛乳,ハム,とうふ,
あぶらあげ,みそ

もやし,きゅうり,にんじん,
キャベツ,ごぼう,ねぎ

幼　472
小　611
中　782

・コロッケはソースがかかった状態で
届きます。

ミルクパン 牛乳 おさかなフライ
じゃがいもドレッシングあえ
キャベツとたけのこのスープ
こどものひゼリー

ミルクパン,あぶら,さとう,
じゃがいも,ﾉﾝｴｯｸﾞﾏﾖﾈｰｽﾞ
こむぎこ,パンこ

牛乳,すけそうだら,ハム,
ベーコン

たまねぎ,にんじん,セロリ,
キャベツ,たけのこ,りんご 幼　527

小　652
中　790

幼年少給食開始
〈こどもの日献立〉
・フライはソースがかかった状態で届
きます。

ごはん 牛乳 イカクリスピー すぶた
にくいりワンタンスープ

ごはん,あぶら,じゃがいも,
さとう,でんぷん,こむぎこ

牛乳,いか,ぶたにく にんじん,たまねぎ,ピーマン,
たけのこ,しいたけ,ねぎ,もやし

幼　493
小　641
中　802

はちみつパン 牛乳 てりやきチキン
マカロニサラダ イタリアンスープ

はちみつパン,マカロニ,
ﾉﾝｴｯｸﾞﾏﾖﾈｰｽﾞ,パンこ

牛乳,とりにく,ハム,
けいらん,チーズ

キャベツ,きゅうり,たまねぎ,
にんじん,トマト

幼　450
小　632
中　742

・チキンは幼1こ,小中職2こです。

にくみそうどん 牛乳
あげまんじゅう
ほうれんそうのわふうサラダ

ソフトめん,あぶら,さとう
こむぎこ

牛乳,のり,ぶたにく,みそ かぼちゃ,にんじん,
ほうれんそう,もやし,キャベツ,
しょうが,たけのこ,ねぎ,にら

幼　513
小　617
中　788

ごはん 牛乳 さわらのてりやき
レンコンサラダ タイピーエン

ごはん,あぶら,はるさめ,さとう 牛乳,さわら,ハム,いか,えび,
ぶたにく,わかめ

えだまめ,きゅうり,とうもろこし,
れんこん,はくさい,たけのこ,
にんじん,ねぎ,しいたけ

幼　509
小　661
中　831

〈日本味めぐり：熊本県〉

コッペパン 牛乳 チキンハーブやき
コールスローサラダ クリームシチュー

コッペパン,あぶら,じゃがいも,
こむぎこ

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

幼　488
小　665
中　795

・チキンは幼1こ,小中職2こです。

ごはん 牛乳 キャベツいりひらつくね
きりぼしだいこんのにもの
むらくもじる

ごはん,あぶら,さとう,でんぷん 牛乳,とりにく,さつまあげ,
けいらん,わかめ,とうふ,みそ

きりぼしだいこん,にんじん,
ねぎ,キャベツ

幼　502
小　648
中　814

ごはん 牛乳 さばのオレンジソースに
ごもくまめ けんちんじる

ごはん,こんにゃく,さとう,
あぶら,さといも

牛乳,さば,だいず,とりにく,
とうふ,あぶらあげ

オレンジ,にんじん,たけのこ,
ごぼう,だいこん,ねぎ,はくさい

小　616
中　769

・幼稚園給食なし

ごはん 牛乳 しろみさかなフライ
おからいりに さつまじる

ごはん,あぶら,しらたき,さとう,
さつまいも,こむぎこ,パンこ

牛乳,ホキ,おから,
あぶらあげ,とりにく,みそ

にんじん,ねぎ,しいたけ,
だいこん

幼　534
小　684
中　855

・フライはソースがかかった状態で届
きます。

カレーライス 牛乳
たまごとハムのフライ
こまつなとカリフラワーのサラダ

ごはん,あぶら,じゃがいも
こむぎこ,パンこ

牛乳,けいらん,ハム,
ぶたにく,だっしふん乳

こまつな,とうもろこし,
カリフラワー,たまねぎ,トマト,
にんじん,にんにく

幼　589
小　755
中　921

こめパン 牛乳 れんこんメンチカツ
こんさいのケチャップいため ポトフ

こめパン,あぶら,さとう,
バタ－,ごま,じゃがいも
こむぎこ,パンこ

牛乳,ぶたにく,ウインナー ごぼう,にんじん,たまねぎ,
とうもろこし,キャベツ,れんこん

幼　535
小　632
中　744

〈茨城・鹿嶋食材の日〉
・フライ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
じゃがいものみそバターに
きのこじる

ごはん,あぶら,じゃがいも,
バタ－

牛乳,さけ,ぶたにく,みそ,
とりにく,とうふ

たまねぎ,にんじん,にんにく,
しょうが,とうもろこし,こまつな,
ねぎ,しめじ,えのきだけ,しいたけ

幼　495
小　641
中　805

ミルクパン 牛乳 ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞﾊﾔｼｿｰｽ
グリーンサラダ ミネストローネ

ミルクパン,こむぎこ,あぶら,
マカロニ,じゃがいも,さとう

牛乳,とりにく,ぶたにく たまねぎ,マッシュルーム,
アスパラガス,キャベツ,きゅうり,
ブロッコリー,セロリ,トマト,

幼　548
小　690
中　854

しょうゆラーメン 牛乳
かまぼこいそかてんぷら
ごぼうサラダ

ちゅうかめん,あぶら,こむぎこ 牛乳,たら,ぶたにく えだまめ,ごぼう,にんじん,
もやし,キャベツ,しょうが,
とうもろこし,ねぎ

幼　531
小　643
中　843

ごはん 牛乳 はるまき
マーボーどうふ はるさめのスープに

ごはん,あぶら,でんぷん,
さとう,はるさめ,こむぎこ

牛乳,とうふ,ぶたにく,みそ,
とりにく

たけのこ,にんじん,しいたけ,
しょうが,にんにく,グリンピース
チンゲンサイ,ねぎ,はくさい

幼　490
小　637
中　783

・フライはソースがかかった状態で届
きます。

コッペパン チョコクリーム 牛乳
ボロニアステーキ チリコンカン
ABCスープ

コッペパン,あぶら,さとう,
マカロニ,じゃがいも,
チョコレート

牛乳,ソーセージ,だいず,
ぶたにく,とりにく

たまねぎ,にんじん,にんにく,
ほうれんそう,とうもろこし

幼　532
小　652
中　791

わかめごはん 牛乳 あつやきたまご
こまつなとコーンのサラダ
ぼくでんじる

ごはん,あぶら,しらたまもち,
こんにゃく,さつまいも

牛乳,わかめ,けいらん,
あぶらあげ

こまつな,とうもろこし,
エリンギ,だいこん,にんじん,
ねぎ

幼　462
小　598
中　751

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

ほうれんそう,にんじん,もやし,
とうもろこし,ねぎ,にんにく,
しょうが

幼　493
小　639
中　822

ごはん 牛乳 かつおフライ
いそかあえ どさんこじる

ごはん,あぶら,バタ－
こむぎこ,パンこ

牛乳,かつお,のり,とうふ,
わかめ,ぶたにく,みそ

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

508 20.8 20.2 303 2 648 25 23.8 27.7322 2.5 804 29.9
(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)

346 3

木々の緑がまぶしい5月、新しい学年が始まり1か月が経とうとして

います。新しい学年、学校生活に少しずつ慣れている最中ですね。

新しい友だちと新しい味に出会いながら、じっくり味わう給食時間

にしてほしいですね。

☆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）

朝ごはんは、英語で「ブレックファースト（Ｂreakfast）」といいま

す。これは「断食（fast）」を「破る（break）」するということから

できた言葉だそうです。

ぐぅ～

朝起きたとき、体はエネルギー不

足の状態です。それは寝ている間も

体温を保ったり、体の機能をはたらか

せるためにエネルギーを使っている

からです。

朝ごはんは、体に朝が来たことを知

らせます。規則正しい健康的な生活

リズムをつくる上でかぎとなる、大切

な食事です。

朝ごはんを食べずに登校すると、給

食までの長い時間、体の「断食状

態」が続きます。物事を考えるための

脳もフル回転できません。

そのため、しっかり朝ごはんを食べ

る習慣を身に付けましょう。

体や脳への

エネルギーチャージ！

体に朝が来たことを

知らせ、健康的な

生活リズムをつくる！

体をウォーミング

アップする！


