
令和4年12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

19 月

20 火

21 水

22 木

23 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。

(ｸﾞﾗﾑ) (ﾐﾘｸﾞﾗﾑ)

(450) (2.4)(18.1) (350) (1.9) (830) (34.2) (23.1)
25.6 377 2.9354 2.4 811 28.8

(490) (20.2)

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)

たんぱく質

(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)

513 19.9 18.9 333 1.9 654

まるパン 牛乳 スペインふうオムレツ
マカロニサラダ
ミートボールいりブラウンシチュー

まるパン,マカロニ,
ﾉﾝｴｯｸﾞﾏﾖﾈｰｽﾞ,じゃがいも,
あぶら,さとう,なまクリーム

牛乳,けいらん,ハム,とりにく,
だっしふん乳,チーズ

キャベツ,きゅうり,たまねぎ,
にんじん,セロリ,マッシュルーム

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

幼　469
小　601
中　733

あつぎりしょくパン チョコクリーム
牛乳 かぼちゃグラタン
チリコンカン ポトフ

しょくパン,こむぎこ,あぶら,
さとう,じゃがいも,チョコレート

牛乳,チーズ,だいず,
ぶたにく,ウインナー

かぼちゃ,たまねぎ,にんじん,
にんにく,かぶ,キャベツ

ごはん 牛乳 イカフライ
いろどりひじきに はくさいのみそしる
クレープ（いちご）

ごはん,あぶら,こんにゃく,
さとう,こめこ,こむぎこ,パンこ

牛乳,いか,あぶらあげ,ひじき,
とりにく,とうふ,みそ

とうもろこし,にんじん,
えだまめ,ねぎ,だいこん,
はくさい,いちご

・イカフライはソースがかかった状態
で届きます。

幼　516
小　630
中　744

幼　592
小　739
中　920

ごはん 牛乳 さばのゆずみそに
おからいりに とんじる

ごはん,しらたき,あぶら,さとう,
じゃがいも,こんにゃく

牛乳,さば,おから,あぶらあげ,
ぶたにく,みそ

にんじん,ねぎ,しいたけ,
ごぼう,だいこん,ゆず

・幼稚園給食なし

ごはん はっこう乳(ﾌﾟﾚｰﾝ) さけｷｬﾍﾞﾂﾒﾝﾁ
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

はっこう乳,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

・メンチはソースがかかった状態で届
きます。

小　686
中　855

幼　444
小　633
中　782

ごはん 牛乳 チヂミ チャプチェ
えびだんごスープ

ごはん,あぶら,こめこ,
はるさめ,ごま,さとう

牛乳,とりにく,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

・チヂミはたれがかかった状態で届き
ます。

カレーなんばん 牛乳 コロッケ
ごぼうサラダ

ソフトめん,あぶら,ごま,
じゃがいも,でんぷん,
こむぎこ,パンこ

牛乳,とりにく ごぼう,えだまめ,ごぼう,
にんじん,たまねぎ,ねぎ,
ほうれんそう

幼　493
小　640
中　804

幼　509
小　618
中　821

ごはん 牛乳 ソースカツ
ひきないり だまこじる

ごはん,さとう,あぶら,
こむぎこ,パンこ

牛乳,ぶたにく,さつまあげ,
あぶらあげ,とりにく

だいこん,にんじん,ごぼう,
こまつな,ねぎ,しめじ

〈日本味めぐり：福島県〉
・ソースカツはソースがかかった状態
で届きます。

コッペパン 牛乳
ハンバーグのトマトソース
さつまポテトサラダ はくさいのクリームに

コッペパン,さとう,あぶら,
さつまいも,ﾉﾝｴｯｸﾞﾏﾖﾈｰｽﾞ,
じゃがいも,こむぎこ

牛乳,ぶたにく,とりにく トマト,とうもろこし,パセリ,
たまねぎ,にんじん,はくさい,
マッシュルーム

幼　528
小　680
中　876

幼　552
小　685
中　838

フルーツクリームサンド
(こめパン・フルーツクリーム)
 牛乳 にくだんご  ABCスープ

こめパン,サワークリーム,
なまクリーム,マカロニ,
じゃがいも

牛乳,とりにく みかん,パインアップル,もも,
たまねぎ,ほうれんそう,
とうもろこし,にんじん

・肉団子は幼1こ,小中職2こです。

ごはん 牛乳 あじのゆうりんふう
マーボーどうふ
はるさめとミートボールのスープ

ごはん,でんぷん,あぶら,
さとう,はるさめ

牛乳,あじ,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,ねぎ,
チンゲンサイ,はくさい

幼　506
小　653
中　749

幼　471
小　610
中　766

ミルクパン 牛乳
つくばどりのチキンカツ
ハニーマスタードサラダ オニオンスープ

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,
ｱｰﾓﾝﾄﾞ,はちみつ,こむぎこ,パンこ

牛乳,とりにく,チーズ たまねぎ,にんじん,
ほうれんそう,マッシュルーム

〈茨城・鹿嶋食材献立〉
・チキンカツはソースがかかった状態
で届きます。

カレーライス(むぎごはん) 牛乳
けんさんれんこんフライ かいそうサラダ

ごはん,おおむぎ,あぶら,
こんにゃく,じゃがいも,こむぎこ,
パンこ

牛乳,わかめ,ぶたにく,
だっしふん乳

きゅうり,とうもろこし,たまねぎ,
トマト,にんじん,にんにく

・サラダのドレッシングはクラスであえ
ます。

幼　488
小　610
中　769

幼　531
小　692
中　869

チャーハン 牛乳 はるまき
きりぼしだいこんのちゅうかスープ

ごはん,あぶら,こむぎこ 牛乳,ぶたにく,けいらん,
とりにく,とうふ

しょうが,にんじん,ねぎ,もやし,
きりぼしだいこん,しいたけ,
にんにく

・幼稚園給食なし

ごはん 牛乳 こまつなまんじゅう
にくじゃがに すましじる

ごはん,あぶら,しらたき,
じゃがいも,さとう,でんぷん,
こむぎこ

牛乳,ぶたにく,とうふ,かまぼこ たまねぎ,にんじん,しめじ,
こまつな,しいたけ,えのきだけ,
ねぎ

・小松菜まんじゅうは幼1こ,小中職2こ
です。

小　623
中　766

幼　454
小　636
中　780

ごはん 牛乳 フィレオチキン
クリスマスサラダ ミネストローネ
クリスマスケーキ（チョコ）

ごはん,あぶら,マカロニ,
じゃがいも,さとう,なまクリーム,
こむぎこ,チョコレート

牛乳,とりにく,チーズ,けいらん カリフラワー,にんじん,セロリ,
とうもろこし,トマト,ブロッコリー,
キャベツ,たまねぎ,にんにく

・2学期給食最終日
〈クリスマス献立〉
・サラダのドレッシングはクラスであえ
ます。

けんちんうどん 牛乳 おにまん
レンコンサラダ

ソフトめん,さつまいも,
ﾉﾝｴｯｸﾞﾏﾖﾈｰｽﾞ,
こんにゃく,あぶら,こむぎこ

牛乳,とうふ,あぶらあげ,
とりにく,みそ

えだまめ,にんじん,とうもろこし,
れんこん,かぼちゃ,ごぼう,
だいこん,はくさい

〈冬至献立〉

幼　585
小　731
中　895

幼　551
小　648
中　810

★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。

しぼう ｶﾙｼｳﾑ 塩分しぼう ｶﾙｼｳﾑ 塩分
中
学
生

(13.6) (290) (1.4) (650) (26.8)
24 22.1

(ｸﾞﾗﾑ)

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

いよいよ12月、今年もあとわずかになりました。

朝夕一段と冷え込むようになり、気温の変化に体がついていけずに、

体調を崩す人が増える時期です。新型コロナ、インフルエンザ、ノロ

ウイルス、かぜなどへの予防をしっかりしましょう。感染症予防の第

一の鉄則は石けんを使ったていねいな手洗いです。外から戻ったとき、

そして「いただきます」の前には必ず手を洗いましょう。

☆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）

寒くなると空気が乾燥してウイルスなどの感染症が起こりやすくな

ります。感染症の予防には、まず原因となるウイルスなどを体の中に

入れないことです。石けんを使った手洗いやマスクの着用はそのため

に行います。そして体力をつけ、体の抵抗力も高めておくことです。

そのためには栄養のバランスのとれた食事を毎日しっかり食べる必要

があります。冬においしい食べ物には、寒さに負けないじょうぶな体

づくりに役立つものがたくさんあります。

大みそかと年越しそば
月の末日を「みそか（晦日）」といい、12月の末日は１年の最後ということで「大みそか」といいます。この日には年越しそばを

食べる習慣があります。その理由には諸説ありますが「そばのように細くても長く幸せに暮らせますように」とか、「切れやすいそ

ばのように１年のいやなことを断ち切って新しい年を迎えられますように」といった願いが込められているといいます。

そばは、万一食物アレルギーが起きてしまうと、重篤な症状になるリスクが高いため、学校給食で出されることはありません。し

かし、とくに家族の方にアレルギー等がなければ、１年を締めくくる行事として受け継いでいきたい食文化です。

体の抵抗力を高めよう！(ビタミンA・C)

体を強くしよう！(たんぱく質) 体を温めよう！(脂質)


