
令和4年7月分

日 曜日

1 金

4 月

5 火

6 水

7 木

8 金

11 月

12 火

13 水

14 木

15 金

19 火

20 水

☆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

コッペパン 牛乳 かぼちゃグラタン
チリコンカン ポトフ

コッペパン,あぶら,さとう,
じゃがいも,こむぎこ

牛乳,だいず,ぶたにく,ウインナー たまねぎ,にんじん,にんにく,
キャベツ,かぼちゃ

幼　473
小　588
中　703

ごはん 牛乳 わかどりからあげ
こんぶまめ なすのみそしる

ごはん,あぶら,こんにゃく,さとう
こむぎこ

牛乳,とりにく,だいず,こんぶ,
ちくわ,あぶらあげ,みそ

にんじん,しいたけ,たまねぎ,なす 幼　461
小　655
中　850

・からあげは幼1こ,小2こ,中職3こで
す。

ごはん 牛乳 てんしんたまご
チャプチェ 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,ごま

牛乳,けいらん,ぶたにく,
えび,ぎょにく

こまつな,しょうが,たけのこ,
にんじん,にんにく,もやし,
チンゲンサイ,ねぎ,しいたけ

小　623
中　780

・幼稚園給食なし

ごはん 牛乳 さけキャベツメンチ
もやしとたくあんのあえもの
しらたまみそスープ

ごはん,あぶら,ごま,しらたまもち,
じゃがいも,こむぎこ,パンこ

牛乳,さけ,ぶたにく,みそ キャベツ,もやし,きゅうり,
ほうれんそう,だいこん,
にんじん,ねぎ

幼　483
小　666
中　810

ごはん 牛乳 ほっけいちやぼし
おからいりに ごまみそじる

ごはん,あぶら,しらたき,
さとう,じゃがいも,ごま

牛乳,ほっけ,おから,あぶらあげ,
とうふ,みそ

にんじん,ねぎ,しいたけ,
キャベツ,ごぼう

幼　484
小　625
中　785

ごもくうどん 牛乳
スターコロッケ
たなばたフルーツカクテル

ソフトめん,あぶら,じゃがいも,
こむぎこ,パンこ,ナタデココ,
さとう

牛乳,かまぼこ,あぶらあげ,
とりにく,ぶたにく

みかん,パインアップル,もも,
レモン,にんじん,ねぎ,こまつな,
しいたけ

幼　524
小　637
中　830

〈七夕献立〉

ごはん 牛乳 ハンバーグのトマトソース
ジャーマンポテト ABCスープ

ごはん,さとう,あぶら,じゃがいも,
バタ－,マカロニ

牛乳,ぶたにく,とりにく,ベーコン トマト,たまねぎ,とうもろこし,
パセリ,ほうれんそう,にんじん

幼　501
小　638
中　797

ミルクパン チョコクリーム 牛乳
ソースチキンカツ
なつやさいのラタトゥイユ ポパイスープ

ミルクパン,チョコレート,あぶら,
さとう,こむぎこ,パンこ

牛乳,とりにく,ベーコン かぼちゃ,ズッキーニ,たまねぎ,
トマト,なす,にんにく,ピーマン,
ほうれんそう,とうもろこし,
にんじん

幼　508
小　616
中　755

ナン キーマカレー 牛乳
ほうれんそうオムレツ かいそうサラダ

ナン,あぶら,こんにゃく,さとう,
バタ－

牛乳,けいらん,わかめ,
ひよこまめ,だいず,ぶたにく

きゅうり,とうもろこし,しょうが,
たまねぎ,トマト,にんにく,
ピーマン,にんじん

幼　526
小　648
中　808

・サラダのドレッシングはクラスで和
えます。

ごはん 牛乳 はるまき
ゴーヤチャンプル
はるさめとミートボールのスープ

ごはん,あぶら,はるさめ,こむぎこ 牛乳,ぶたにく,あつあげ,
けいらん,かつおぶし,とりにく

たまねぎ,ゴーヤ,しょうが,
ねぎ,チンゲンサイ,にんじん,
もやし

幼　515
小　670
中　824

・幼稚園給食なし

ごはん 牛乳 ヤーコンいりポークメンチ
チンジャオロースー
にくいりワンタンスープ

ごはん,さとう,あぶら,でんぷん,
こむぎこ,パンこ

牛乳,ぶたにく, たけのこ,にんにく,ピーマン,
たまねぎ,にんじん,ねぎ,もやし
ヤーコン

幼　506
小　651
中　818

〈茨城・鹿嶋食材の日〉
・メンチカツはソースがかかった状態
で届きます。

ごはん 牛乳 デミかつ
にくじゃがに とうがんのすましじる
ピーチゼリー

ごはん,あぶら,さとう,しらたき,
じゃがいも,こむぎこ,パンこ

牛乳,ぶたにく,とうふ たまねぎ,にんじん,とうがん,
ねぎ,しいたけ,もも

幼　542
小　684
中　871

〈日本味めぐり：岡山県〉
・かつはデミグラスソースがかかった
状態で届きます。

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

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

小　643
中　808

ちゅうかどん 牛乳
チヂミ ごぼうサラダ

ごはん,さとう,ごま,あぶら,
でんぷん

牛乳,いか,ぶたにく,
なるとまき

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

500 19.5 19.1 311 1.8 642 23.4 22.3 26.1327 2.3 803 28.3
(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)

351 2.8

学校給食センターからのお知らせ

いつも給食だより（献立表）を読んでいただき、ありがとうございます。

小中学校の給食だより（献立表）は、次号９月分から電子データで配付することになりました。

（幼稚園は引き続き紙で配付します。）

これからは授業で使っているパソコン（chromebook）に配信するほか

鹿嶋市のホームページや学校からのメールなどで

給食だより（献立表）を見ることが出来ます。

現在も鹿嶋市のホームページから給食だよりを見ることができます。 →
https://city.kashima.ibaraki.jp/soshiki/62/6907.html

梅雨が明け、青空にもくもくと雲が上がるようになると、もう本格的な夏

の始まりです。夏休みももう間近です。引き続き、熱中症対策と水分補給に

は気を付けていきましょう。

ところで最近、食品表示が大きく変わったことはご存じですか？お子さん

とお買い物に行くときなどには、是非一緒に確認をしてみてください。

☆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）

夏の野菜はカーニバル！

形が様々で、おいしい夏野菜が出回ります。実を食べる野菜が多いのも特徴です！

学校給食で使用する食品を選ぶとき、特に加工品については「食品表示」

をよく見て選定しています。食品表示はたいてい、商品の裏側や側面に小さ

な文字で書かれていますね。ですから商品をくるっと回さないと、食品表示

を見ることができません。そこで…

2015（平成27）年、それまでJAS法、食品衛生法、健康増進法にあっ

た食品表示に関する部分がまとめられ、食品表示法が施行されました。

2020（令和２）年から完全実施になっています。大きなポイントは4つで

す。
●すべての加工食品に原材料の産地が表示されます。

野菜や肉、魚の産地表示は当たり前になりました。最近ではあさりの産地

偽装がニュースになりましたね。新制度では、すべての加工品が対象になり

一番多い原材料の製造地、国名などが表示されます。

●アレルギー表示のルールが整えられました。

これまでは「特定加工食品表示」といって、「マヨネーズ」と書くと、

「卵」と記載する必要はなかったのですが、これからは、個別表示が原則で

す。マヨネーズの表示は、「マヨネーズ（大豆・卵を含む）」などの表示に

なっています。また添加物にも「グルテン（小麦由来）」などアレルゲンが

表示されています。

●加工食品の栄養成分表示が義務化されました。

●「特定保健用食品」「栄養機能食品」に加え、

新たに「機能性表示食品」が誕生しました。

ゴーヤ
沖縄料理でよく使わ

れる苦みが持ち味の野

菜。ビタミンCがたっ

ぷり。給食では「ゴー

ヤチャンプル」で登場

します。

とうがん
夏にとれるが

冬までもつこと

から「冬瓜」に。

給食では「とう

がんのすまし

汁」で登場しま

す。

ズッキーニ
きゅうりではなく、

かぼちゃの仲間。

揚げても煮込んで

もおいしい。給食

では「夏野菜のラ

タトゥイユ」で登

場します。

なす

油との相性抜

群です。給食で

は「夏野菜のラ

タトゥイユ」や

「みそ汁」で登

場します。


