
令和4年9月分

日 曜日

1 木

2 金

5 月

6 火

7 水

8 木

9 金

12 月

13 火

14 水

15 木

16 金

20 火

21 水

22 木

26 月

27 火

28 水

29 木

30 金

☆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。

幼　506
小　621
中　766

ごはん 牛乳 あつやきたまご
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

幼　469
小　607
中　763

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 牛乳 ぼうぎょうざ
ジャージャンとうふ 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

牛乳,ぶたにく,こあつあげ,
みそ,えび,ぎょにく

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

幼　490
小　633
中　776

コッペパン いちごジャム 牛乳
シイラのレモンペッパーフライ
ポークビーンズ ABCスープ

コッペパン,あぶら,じゃがいも,
さとう,マカロニ,パンこ,こむぎこ

牛乳,シイラ,だいず,
ぶたにく,とりにく

たまねぎ,トマト,にんじん,レモン,
ほうれんそう,とうもろこし,いちご

はちみつパン 牛乳 チキンチーズやき
フルーツカクテル ミネストローネ

はちみつパン,あぶら,マカロニ,
じゃがいも,さとう

牛乳,とりにく,チーズ みかん,パインアップル,レモン,
もも,ぶどう,りんご,キャベツ,
セロリ,たまねぎ,トマト,にんじん,
にんにく

幼　516
小　635
中　755

ごはん 牛乳
うさぎがたハンバーグのトマトソース
そぼろに つきみじる
おつきみゼリー（なしゼリー）

ごはん,あぶら,でんぷん,
さつまいも,さとう,しらたまもち,
こんにゃく

牛乳,とりにく,ぶたにく,
あぶらあげ

トマト,にんじん,えだまめ,
こまつな,だいこん,ねぎ,なし

幼　539
小　689
中　878

〈お月見献立〉

カレーなんばん 牛乳
かまぼこいそかてんぷら
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,でんぷん

牛乳,たら、ハム,とりにく きりぼしだいこん,えだまめ,
たまねぎ,にんじん,ねぎ,
ほうれんそう

幼　525
小　635
中　828

ごはん 牛乳 ひじきいりとりつくね
こんにゃくのぴりからいため
ごまみそじる

ごはん,こんにゃく,あぶら,さとう,
じゃがいも,ごま

牛乳,とりにく,ぶたにく,とうふ,
ひじき,あぶらあげ,みそ

えだまめ,にんじん,キャベツ,
ごぼう,ねぎ

小　638
中　796

・幼稚園給食なし

ごはん 牛乳 さばみそに
こうやどうふのごもくに
なるといりさわにわん

ごはん,こんにゃく,あぶら,さとう 牛乳,さば,こうやどうふ,ぶたにく,
なるとまき

だいこん,にんじん,しいたけ,
れんこん,ほうれんそう,ごぼう

幼　498
小　632
中　812

ミルクパン 牛乳 チキンナゲット
グリーンサラダ トマトシチュー

ミルクパン,あぶら,じゃがいも,
こむぎこ

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

幼　445
小　602
中　759

ココアパン 牛乳 ヤーコンいりメンチ
かしまなだしらすのパスタ コロコロスープ

ココアパン,さとう,あぶら,バタ－,
マカロニ,じゃがいも,こむぎこ,
パンこ

牛乳,ぶたにく,しらす,ウインナー キャベツ,にんじん,にんにく,
ほうれんそう,たまねぎ,
とうもろこし,ヤーコン

幼　526
小　660
中　815

〈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。

ビビンバどん 牛乳 やさいいりかまぼこ
はるさめのスープに

ごはん,あぶら,ごま,さとう,
はるさめ

牛乳,たら,ぶたにく,とりにく ほうれんそう,しょうが,にんじん,
にんにく,ねぎ,もやし,
チンゲンサイ

幼　455
小　597
中　751

ハヤシライス 牛乳 オムレツ
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

牛乳,けいらん,ぶたにく こまつな,とうもろこし,
カリフラワー,たまねぎ,にんじん,
にんにく,マッシュルーム,トマト

幼　535
小　696
中　871

わかめごはん 牛乳 わかどりからあげ
 カリカリサラダ とんじる  ぶどうゼリー

ごはん,あぶら,クルトン,
じゃがいも,こんにゃく,こむぎこ

牛乳,とりにく,チーズ,ぶたにく,
みそ,わかめ

キャベツ,きゅうり,とうもろこし,
ごぼう,だいこん,にんじん,ねぎ,
ぶどう

幼　523
小　723
中　922

〈波野小リクエスト給食①〉
・からあげは幼1こ,小2こ,中職,3こで
す・サラダのドレッシングはクラスで
あえます。・クルトンがつきます。

みそラーメン 牛乳 ドーナツ
かいそうサラダ

ちゅうかめん,あぶら,こむぎこ,
こんにゃく

牛乳,わかめ,ぶたにく,みそ,
けいらん

きゅうり,とうもろこし,キャベツ,
しょうが,たまねぎ,にら,にんじん,
にんにく,もやし

幼　518
小　649
中　850

〈波野小リクエスト給食②〉
・サラダのドレッシングはクラスであえ
ます。

ごはん 牛乳 たこてん じゃぶに
たまねぎとじゃがいものみそしる

ごはん,あぶら,しらたき,さとう,
じゃがいも

牛乳,とうふ,とりにく,あぶらあげ,
わかめ,みそ,たこ,たら,けいらん

ごぼう,にんじん,ねぎ,しいたけ,
たまねぎ,キャベツ

小　604
中　757

・幼稚園給食なし
〈日本味めぐり：兵庫県〉

ごはん 牛乳 イカチリソースフライ
マーボーなす わかめスープ

ごはん,あぶら,でんぷん,ごま,
こむぎこ,パンこ

牛乳,いか,ぶたにく,みそ,とうふ,
わかめ,とりにく

たけのこ,なす,にんじん,ねぎ,
しいたけ,にんにく,しょうが,
えのきだけ

幼　464
小　602
中　754

コッペパン 牛乳 にくだんご
マカロニサラダ コーンポタージュ

コッペパン,マカロニ,
ﾉﾝｴｯｸﾞﾏﾖﾈｰｽﾞ,こむぎこ,あぶら,
,なまクリーム,クルトン

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

幼　484
小　663
中　790

・コーンポタージュにはクルトンがつ
きます。

こめパン 牛乳 かぼちゃコロッケ
アーモンドいりコーンサラダ
ミートボールいりブラウンシチュー

こめパン,あぶら,アーモンド,
じゃがいも,さとう,なまクリーム,
こむぎこ,パンこ

牛乳,とりにく,だっしふん乳 かぼちゃ,キャベツ,きゅうり,
とうもろこし,にんじん,たまねぎ,
セロリ,マッシュルーム

幼　543
小　641
中　755

ふきよせごはん 牛乳 さんまに
さつまいもいりすいとんじる

ごはん,くり,さとう,あぶら,こむぎこ,
さつまいも

牛乳,さんま,とりにく,あぶらあげ にんじん,しめじ,だいこん,ねぎ,
しいたけ

幼　522
小　671
中　820

〈秋の実り献立〉

(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

幼　505
小　656
中　808

ちゅうかどん 牛乳 はるまき
ごぼうサラダ

ごはん,あぶら,さとう,でんぷん,
こむぎこ

牛乳,ぶたにく,いか,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

501 20.5 18.8 306 2 643 24.5 21.9 25.4329 2.5 801 29.5
(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)
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五
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五
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五
色

☆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）

夏休みはどうでしたか。1日のうちで、スマホやパソコン、ゲームなど

の画面を見すぎてしまった人もいるのではないでしょうか。9月になった

ので、徐々に規則正しい生活に戻していきましょう。

上手に水分補給をしながら

生活しよう
まだまだ暑い日が続きます。室内にいるときも水分補給

は必要ですが、外での活動や体育・部活のときには、事前

や途中でこまめに水分補給することが大切です。汗をたく

さんかく激しい運動をしたときは、スポーツドリンクなど

も上手に使って水分補給しましょう。

ポイント②

まずは早寝・早起き＆朝ごはんを
みなさんの中には夏休み中に朝ねぼうをしたり、朝ご

はんをぬいたり、夜ふかしをする日が多かった人はいま

せんか？学校が始まり、しっかり勉強をして運動をする

ためには、食事、勉強、運動、睡眠などの日常生活を正

しく行い、生活リズムを整えることが大切です。

ポイント①

9月には敬老の日がありますが、昔から伝わる知恵にも触れてみてはい

かがですか。日本伝統の「和食」には、季節の移り変わりを楽しみ、健康

に過ごすための知恵がたくさんあります。その１つが「五色・五味・五

法・五適」という「五」にちなんだ献立の考え方です。

「五色」とは、白、黒（暗く濃い

色）、黄、赤、青（緑）の５色。

白→ごはん・いも、黒→なす・ご

ぼう・こんぶなどと当てはめて、食

べ物の色をそろえていくと、栄養

バランスも自然に整ってきます。

「五味」とは、

「甘い」「塩辛い」「酸っぱい」「苦

い」「辛い」の５つの味。

これらをそろえると、最後まで飽

きずに食事を楽しめます。

「五法」とは、生（切る）、煮る、

焼く、蒸す、揚げるという５つの

調理法。

会食料理には、これら５つの手

法を使った料理が並べられます。

「五適」とは、「適温（温

かいものは温かく、冷たいも

のは冷たく）」「適材（食べる人の年

齢などに合わせて）」「適量」「適技

（技巧に凝りすぎない）」「適心（も

てなしの心）」など、味だけではな

い、トータルな心遣いのことです。

五
味

→そして「五覚（五感）」で楽しもう！

ご
し
き

ご

み

ご
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う

ご
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五


