
令和4年11月分

日 曜日

1 火

2 水

4 金

7 月

8 火

9 水

10 木

11 金

14 月

15 火

16 水

17 木

18 金

21 月

22 火

24 木

25 金

28 月

29 火

30 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

ごはん 牛乳 はるまき ジャージャンとうふ
わかめスープ

ごはん,あぶら,さとう,でんぷん,
ごま,こむぎこ

牛乳,ぶたにく,あつあげ,みそ,
とうふ,わかめ,とりにく

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,えのきだけ

小　609
中　748

・幼稚園給食なし

ごはん 牛乳
しろみざかなのごまみそかけ
もやしとたくあんのあえもの とんじる

ごはん,さとう,あぶら,ごま,パンこ
じゃがいも,こんにゃく,こむぎこ,

牛乳,ホキ,みそ,ぶたにく もやし,きゅうり,ごぼう,だいこん,
にんじん,ねぎ

幼　448
小　588
中　740

ミルクパン 牛乳 ボロニアステーキ
カレーサラダ コーンポタージュ

ミルクパン,あぶら,なまクリーム,
こむぎこ,クルトン

牛乳,ソーセージ,ハム もやし,きゅうり,にんじん,
たまねぎ,とうもろこし

幼　513
小　643
中　792

・コーンポタージュにはクルトンがつ
きます。

ごはん 牛乳 さんまに
とりにくとさつまいものごまみそに
はくさいのみそしる

ごはん,さつまいも,こんにゃく,
あぶら,ごま,さとう

牛乳,さんま,とりにく,みそ,とうふ,
あぶらあげ

れんこん,にんじん,ねぎ,だいこん,
はくさい

幼　499
小　640
中　782

ハヤシライス 牛乳 えびカツ
カリフラワーサラダ

ごはん,あぶら,じゃがいも,
こむぎこ,パンこ

牛乳,えび,たら,ぶたにく ピーマン,きゅうり,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　524
小　686
中　875

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
なめこのみそしる

ごはん,こんにゃく,あぶら,さとう 牛乳,ぶたにく,とうふ,あぶらあげ,
みそ,わかめ,ひじき,とりにく

えだまめ,にんじん,ねぎ,なめこ 幼　491
小　624
中　778

〈いい歯の日献立〉

ごはん 牛乳 アントラーズコロッケ
れんこんきんぴら つみれじる
ミニゼリー（もも）

ごはん,あぶら,じゃがいも,
さといも,さとう,ごま,こむぎこ,
パンこ

牛乳,ぶたにく,とうふ,いわし れんこん,えだまめ,にんじん,
しょうが,だいこん,ごぼう,
しいたけ,ねぎ,もも

〈県民の日献立〉
・コロッケにはパックソースがつきま
す。

みそラーメン 乳さんきんいんりょう
オムレツ きりぼしだいこんサラダ

ちゅうかめん,あぶら,さとう 乳さんきんいんりょう,
けいらん,ハム,ぶたにく,みそ

きりぼしだいこん,えだまめ,もやし
キャベツ,しょうが,たまねぎ,にら
とうもろこし,にんじん,にんにく,

幼　451
小　562
中　758

〈平井小リクエスト給食①〉

ごはん 牛乳 てりやきチキン ごまあえ
ほうとうじる

ごはん,さとう,ごま,ほうとう 牛乳,とりにく,あぶらあげ,みそ キャベツ,にんじん,もやし,ごぼう,
だいこん,しいたけ,かぼちゃ,ねぎ

幼　458
小　664
中　798

〈日本味めぐり：山梨県〉
・てりやきチキンは幼1こ,小中職2こで
す。

コッペパン チョコクリーム 牛乳
ハムチーズフライ ソースパスタ
コロコロスープ

コッペパン,あぶら,マカロニ,
じゃがいも,こむぎこ,パンこ,
チョコレート

牛乳,ハム,ぶたにく,ウィンナー,
チーズ

キャベツ,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　534
小　651
中　812

ココアパン 牛乳 チキンハーブやき
アスパラかいそうサラダ ミネストローネ
プリン

ココアパン,あぶら,こんにゃく,
マカロニ,じゃがいも,さとう,
こむぎこ

牛乳,とりにく,わかめ アスパラガス,とうもろこし,
キャベツ,セロリ,たまねぎ,トマト,
にんじん,にんにく

幼　528
小　691
中　807

〈平井小リクエスト給食②〉
・チキンハーブやきは幼1こ,小中職2こです。
・サラダのドレッシングはクラスであえます。

ごはん 牛乳 ぼうぎょうざ すぶた
えびだんごスープ

ごはん,あぶら,じゃがいも,さとう,
でんぷん,はるさめ,こむぎこ

牛乳,ぶたにく,えび,たら にんじん,たまねぎ,ピーマン,
たけのこ,しいたけ,チンゲンサイ,
ねぎ

小　653
中　800

〈国消国産献立〉・地元JAから無償提供
された米・ﾋﾟｰﾏﾝ・ﾁﾝｹﾞﾝ菜を使います。
・幼稚園給食なし

はちみつパン 牛乳
つくばどりのチキンカツ
しらすいりたまごとあおなのあえもの
さつまいもいりシチュー

はちみつパン,あぶら,さとう,
さつまいも,こむぎこ,パンこ

牛乳,とりにく,けいらん,しらす こまつな,もやし,たまねぎ,
にんじん,しめじ

幼　519
小　651
中　821

〈茨城・鹿嶋食材週間21～25日〉
・チキンカツはソースがかかった状態
で届きます。

ごはん 牛乳 ハンバーグハヤシソース
カリカリサラダ ごまみそじる

ごはん,こむぎこ,あぶら,
クルトン,じゃがいも,ごま

牛乳,とりにく,チーズ,とうふ,
あぶらあげ,みそ

たまねぎ,マッシュルーム,
キャベツ,きゅうり,とうもろこし,
もやし,ごぼう,にんじん,ねぎ

幼　517
小　654
中　817

・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。

幼　509
小　658
中　823

・メンチカツにはソースがかかった状
態で届きます。

けんちんうどん 牛乳 やきいも
のりずあえ くりのムース

ソフトめん,さつまいも,さとう,
こんにゃく,さといも,あぶら,くり

牛乳,まぐろオイルづけ,のり,
とうふ,あぶらあげ,とりにく,みそ

ほうれんそう,もやし,ごぼう,
だいこん,にんじん,はくさい

幼　569
小　660
中　846

ごはん 牛乳 いなだこうみやき
ヤーコンのきんぴら だまこじる

ごはん,ヤーコン,こんにゃく,
あぶら,さとう,ごま,こむぎこ

牛乳,いなだ,ぶたにく,とりにく にんじん,ごぼう,こまつな,ねぎ,
しめじ

幼　485
小　630
中　791

★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　511
小　659
中　834

たまねぎ,にんじん,ごぼう,
しいたけ,ねぎ

幼　554
小　700
中　880

 カレーライス（むぎごはん） 牛乳
まいたけいりたまごやき
ブロッコリーサラダ

ごはん,おおむぎ,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,トマト,
にんじん,にんにく,まいたけ

幼　525
小　684
中　856

ごはん 牛乳 さばのしおやき
にくじゃがに のっぺいじる

ごはん,あぶら,しらたき,
じゃがいも,さとう,でんぷん,
こんにゃく,さといも

牛乳,さば,ぶたにく,とりにく,
あぶらあげ

コッペパン 牛乳 クリスピーフライドチキン
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,とりにく,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

幼　496
小　621
中　764

ごはん 牛乳 れんこんメンチカツ
さつまいもとひじきのサラダ
ぐだくさんみそしる

ごはん,あぶら,さとう,さつまいも,
じゃがいも,こむぎこ,パンこ

牛乳,ぶたにく,あぶらあげ,みそ
ひじき,まぐろオイルづけ,とうふ

ブロッコリー,しめじ,キャベツ,
ごぼう,にんじん,ねぎ,れんこん

21.7
(450) (2.4)

25 365 2.9335 2.4 806 29.2
(18.1) (350) (1.9) (830) (34.2) (23.1)

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

505 20.2 18.7 315 1.9 646
(490) (20.2) (13.6) (290) (1.4) (650) (26.8)

24.3

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

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) (ｸﾞﾗﾑ) (ﾐﾘｸﾞﾗﾑ) (ｸﾞﾗﾑ)

☆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）

11月24日は「和食の日」です。2013年（平成25年）、「和

食」がユネスコの世界無形文化遺産に登録されました。「はし」を

使って食べることは「和食」を楽しむための基本となります。日本

の食文化として子供たちに伝えていきたいことです。

あなたのはしの持ち方はどれですか？おうちの方にどの持ち方かみても

らいましょう。

1 2

3 4

5 6

正しいのは②です。

和食は先が細くなったはしだけ

を使って食べることを前提にして

発展してきました。汁物は椀を直

接口に運びます。そして、はし先

をなるべく汚さないで食べること

が上品な食べ方になります。はし

先が鳥のくちばしのようになり、

小さなものもつまむことができる

②の持ち方は、その意味でとても

理にかなった持ち方です。

2

11月13日は茨城県民の日です
「県民の日」は、郷土の歴史を知り、自治の意識を高め、私たち

のより豊かな生活と県の躍進を願う日として、1968(昭和43)年に、

県の条例により定められました。1871(明治4)年11月13日に、初

めて「茨城県」という県名が用いられたことにちなみ、11月13日

を「県民の日」としています。11日の給食には茨城県産の食材を

使ったメニューや、茨城県の鹿行地域をホームタウンとするアント

ラーズにちなんだ絵柄付きコロッケを用意しました。お楽しみに！


